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1
令和2年度BIM/CIM人材育成に関する調査検討
業務

（一財）日本建設情報総合
センター

4010405010556
随意契約（企画競

争） 40,117,000 8月11日

研修プログラムや研修テキストの作成、BIM/CIM技術
者の活用に向けた検討等を行い、BIM/CIMに関する知
識や技術を有する人材の育成及び人材の活用を図
る。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

2
令和2年度建設現場の監督・検査に関わるシステ
ムの効率化・省力化に係る検討業務

（一財）日本建設情報総合
センター

4010405010556
随意契約（企画競

争） 25,729,000 （9月2日）
1月26日

受注者が保有する施工・品質管理に係るデジタル
データを監督・検査や施工完了後の維持管理等の場
面で活用することにより、一連の作業の効率化・省力
化を実現するための建設現場における各種システム
等のデータ連係の方策について検討を行う。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

3

令和2年度データ活用による施工の労働生産性
の向上及び品質管理の高度化等に関する検討業
務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争） 29,964,000 9月3日

建設現場の生産性の向上及び品質管理の高度化等
を図るため、試行工事において活用された５G通信、
IoT、AIを始めとする革新的技術の導入・活用に関する
効果検証を行うとともに、建設現場への新技術導入に
向けた検討を行う。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

4

令和２年度ＢＩＭ／ＣＩＭを活用した建設生産性の
向上のための国際標準対応に関する調査検討業
務

日本建設情報総合セン
ター・建設技術研究所共同
提案体

ー
随意契約（企画競

争）
60,060,000 9月9日

外動向を踏まえた我が国におけるBIM/CIM推進施策
の検討、出来高管理等のプロジェクトマネジメント手法
の検討、３次元データのシームレスなデータ交換のた
めのオブジェクトライブラリの検討等を行い、国際標準
に対応しながら３次元モデルを活用した建設プロセス
の生産性向上を推進する。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

5
令和2年度国土交通省職員のＩＴリテラシー向上に
向けた人材育成に関する調査・検討業務 日本サード・パーティー（株） 6010701025248

随意契約（企画競
争） 29,480,000 9月11日

国土交通行政においてDX（デジタル・トランスフォー
メーション）を推進していく上で、必要となる職員の知識
の底上げ・ITリテラシーの向上を図るとともに、日々
刻々と生まれる新しい技術を施策に反映することが出
来る人材育成を進めるためのプログラムの提案、継続
性のある仕組みの構築を検討する。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

6
令和２年度　地下空間の利活用に関する安全技
術の確立に向けた調査検討業務

日本工営・全国地質調査業
協会連合会共同提案体

ー
随意契約（企画競

争） 119,968,000

（9月11日）
（3月17日）
（3月31日）
5月24日

官民における地盤に関する情報の収集・共有に関する
現状の課題を整理し、課題解決に向けた考え方をとり
まとめる。
地下空間情報収集に関する新たな技術について調査
を行い、それらの長所や短所、有用性についてとりまと
める。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8125

7
令和2年度インフラ分野のＤＸに関するアドバイザ
リー業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 65,241,000 （9月14日）
3月17日

インフラ分野において、デジタルテクノロジーを活用した
受発注双方の生産性向上や働き方について、DX推進
の改善方策等の提案を行うと共に、実現に向けた技術
的アドバイザリー等を行う。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

8 令和2年度新技術現場実証支援業務
（一財）先端建設技術セン
ター

1010005002873
随意契約（企画競

争） 5,995,000 9月16日

工事等の発注に当たって発注者が新技術を指定する
ことにより活用を促進するために、「公共工事等におけ
る新技術活用システム」※における「テーマ設定型（技
術公募）」の取組みとして、技術の募集を行い、同一条
件下の現場実証等を経て、個々の技術の特徴を明確
にした資料（以下「技術比較表」という。）を作成する。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8125

9
令和２年度インフラ分野のＤＸの普及啓発に向け
た広報業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 25,960,000 （9月25日）
3月17日

インフラ分野のDXに関する取り組みの普及啓発を行う
ため必要な資料作成等。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

10
令和２年度BIM/CIMを踏まえた今後の積算のあり
方検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター・経済調査会共同提案
体

ー
随意契約（企画競

争） 20,845,000 9月30日

積算業務の効率化・省力化を図るため、BIM/CIM設計
により得られる情報から発注者の積算時間の短縮や
積算業務の簡素化に向けて、積算システム機能の実
装に関する検討を行うとともに、BIM/CIM時代の新たな
積算のあり方の検討を行う。

大臣官房技術調査課
tel：03-5253-8112

11
令和２年度公共建築工事標準仕様書等基礎調
査資料作成業務

令和２年度公共建築工事標
準仕様書等基礎調査資料
作成業務公共建築協会・建
築保全センター設計共同体

―
一般競争入札

（総合評価方式）
66,770,000 （7月３日）

12月14日

公共建築工事標準仕様書等について、材料・工法な
どの施工実態等を踏まえ、各省庁等及び関係団体等
の改定意見、関係法令や関係基準類等の改定内容
等について整理・検討を行い、改定のための基礎資料
をとりまとめる。

官庁営繕部整備課建
築技術調整室
tel：03-5253-8111
（内線　23-463）

12
令和２年度建築構造設計基準等基礎資料作成
業務

デロイトトーマツＰＲＳ株式会
社

6010001116094
一般競争入札

（総合評価方式）
15,400,000 7月15日

建築構造設計基準等の規定に係る基礎資料の作
成、基礎構造の設計に係る基礎資料の作成、有識者
検討会等の運営補助、および報告書の作成を行う。

官庁営繕部整備課建
築技術調整室
tel：03-5253-8111
（内線　23-463）

13
令和２年度建築保全業務委託に関する調査検討
業務

一般財団法人建築保全セン
ター

4010005018719 随意契約（公募） 11,660,000 7月28日

建築保全業務共通仕様書、建築保全業務積算基準
及び建築保全業務積算要領について、建築保全業務
の実施状況に関する調査を行い、改定に係る技術資
料をとりまとめることを目的として、建築保全業務委託
に関する調査検討を行う。

官庁営繕部計画課保
全指導室
tel：03-5253-8111
（内線　23-322）

14
令和２年度官庁施設における木造建築物の施工
管理・工事監理等に関する調査検討業務

一般社団法人公共建築協
会

6010005018493 随意契約（公募） 28,820,000 （7月30日）
3月８日

官庁施設における木造建築物の現場施工等の実態を
踏まえた施工管理、工事監理に関する調査及び留意
事項のとりまとめ、並びに木造と他構造との混構造に
係る詳細の設計手法、施工方法に関する調査検討を
行う。

官庁営繕部整備課木
材利用推進室
tel：03-5253-8111
（内線　23-663）

15
令和２年度公共建築工事積算に関する調査検討
業務

一般財団法人建築コスト管
理システム研究所

4010405010399 随意契約（公募） 24,640,000 （8月19日）
3月10日

公共建築工事の工事費の積算に関し、共通仮設費及
び現場管理費の実態を分析し、公共建築工事共通費
積算基準による算定値との関係を検証すると共に近
年の工事実績を反映させるための同基準の見直しに
向けた検討を行う。

官庁営繕部計画課営
繕積算企画調整室
tel：03-5253-8111
（内線　23-243）

16
令和２年度官庁施設におけるエネルギー情報の
計測・評価方法に関する調査検討業務

令和２年度官庁施設におけ
るエネルギー情報の計測・評
価方法に関する調査検討業
務　日建設計総合研究所・
公共建築協会設計共同体

ー 随意契約（公募） 33,880,000 9月1日

官庁施設のエネルギー管理に必要な情報を使いやす
い形で施設管理者に提供するためのBEMS の設計手
法について検討するとともに、事務庁舎において基準
一次エネルギー消費量のより一層の削減を実現する
ため手法を検討する。

官庁営繕部設備・環境
課
tel：03-5253-8111
（内線　23-742）

17
令和２年度官庁営繕事業における一貫したBIM活
用に関する調査検討業務

一般財団法人建築保全セン
ター

4010005018719 随意契約（公募） 21,670,000 （9月23日）
3月4日

官庁営繕事業における設計から施工、維持管理にわ
たる各段階においてBIM モデルを活用することにより、
事業の円滑かつ効率的な実施、品質の確保及び生産
性の向上を実現するため、BIM を活用した試行・先行
事例の調査、課題整理と対応方法の検討を行い、そ
の有効性について有識者の意見を聴取するなどにより
検証・確認し、官庁営繕事業への導入に関する技術
資料をとりまとめる。

官庁営繕部整備課施
設評価室
tel：03-5253-8111
（内線　23-533）

18
令和２年度官庁施設の保全に関する評価手法の
調査検討業務

一般財団法人建築保全セン
ター

4010005018719 随意契約（公募） 11,660,000 9月25日

官庁施設の保全業務について、その質を適切に評価
するため、メンテナンスサイクルにおける保全の実施内
容及び実施ツールの活用内容の分析等を通じて課題
を整理するとともに、評価手法を検討する。

官庁営繕部計画課保
全指導室
tel：03-5253-8111
（内線　23-315）

令和2年度 委託調査費に関する契約状況（7月～9月）
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19
令和２年度 海外における道路事業に関するPPP
案件等形成業務

デロイト　トーマツ　ファイナン
シャルアドバイザリー合同会
社・日本工営株式会社・株
式会社IHI・株式会社IHIインフ
ラシステム　共同提案体（代
表者　デロイト　トーマツ　ファ
イナンシャルアドバイザリー合
同会社）

-
随意契約（企画競
争） 18,260,000 （7月30日）

２月４日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816)

履行期限の
延長

20 専門家派遣によるハンズオン支援等業務その１
デロイトトーマツファイナンシャ
ルアドバイザリー合同会社

3010001076738
随意契約（企画

競争）
26,620,000 7月7日

人口20万人未満の地方公共団体においてPPP/PFIの
事業化に必要な手続きを地方公共団体職員自らが行
えるようハンズオン支援を行い、地方公共団体の案件
形成を推進するとともに、支援成果の横展開を行うこと
で、地方公共団体職員が自主的・自立的にPPP/PFIを
推進するために必要なノウハウを普及した。

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26523)

21
インフラの維持管理に係る官民連携事業の導入
検討支援（その１）

（株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画

競争）
20,548,000 7月7日

インフラの維持管理分野に係る官民連携手法の導入
検討を行う地方公共団体を支援し、老朽化や技術職
員の減少などの課題を解決する手段としての官民連
携手法の導入可能性、導入に際しての課題及びその
対応方針を明らかするための調査を行った。

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26523)

22 専門家派遣によるハンズオン支援等業務その２ 八千代エンジニアリング(株) 4010001086950
随意契約（企画

競争）
12,980,000 7月7日

人口20万人未満の地方公共団体においてPPP/PFIの
事業化に必要な手続きを地方公共団体職員自らが行
えるようハンズオン支援を行い、地方公共団体の案件
形成を推進するとともに、支援成果の横展開を行うこと
で、地方公共団体職員が自主的・自立的にPPP/PFIを
推進するために必要なノウハウを普及した。

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26523)

23
令和２年度インフラ維持管理における革新的技術
の導入加速化・横断的展開に向けた調査検討業
務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 20,900,000 （7月31日)
3月12日

https://www.mlit.go.jp/road/tech/index.html

総合政策局
公共事業企画調整課
情報企画係
tel:03-5253-8111
(24553)

24 建設副産物実態調査に係る効率化等検討業務
(株)日本能率協会総合研究
所

5010401023057
随意契約（企画競

争） 19,745,000 8月5日
建設副産物実態調査等の効率化を目的に過年度の
建設副産物実態調査等の課題の整理・分析を行うと
ともに集計方法等の改善案を検討する

総合政策局
公共事業企画調整課
インフラ情報･環境企画
室
建設副産物・施工環境
係

25 社会インフラ点検ロボット・AIの活用拡大検討業務
（一財）先端建設技術セン
ター

1010005002873
随意契約（企画

競争）
25,289,000 8月6日

本業務は、社会インフラ点検用ロボット等の活用を拡
大させることを目指し、人の判断を支援するＡＩの河川
構造物の点検への適用可能性の検討及び、損傷の
位置を正確に記録する3次元モデルを道路構造物の
点検に導入するためのマニュアル改定素案の作成を
行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
施工企画係
tel:03-5253-8111
(24922)

26 人間拡張技術に関する調査業務 みずほ情報総研（株） 9010001027685
随意契約（企画

競争）
14,938,000 8月7日

本業務は、建設施工分野における中長期的な生産性
向上方策の検討を進めるため、VR、AR、テレイグジス
タンス、アバター技術等に代表される人間拡張技術に
ついて、国内外に限らず産官学の取組みの動向を調
査、情報収集・整理を行い、今後の社会インフラの各
分野において、我が国における望ましい導入の方向性
等の提案を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
技術企画係
tel:03-5253-8111
(24947)

27
河川用機械設備の維持管理分野における効率
化・高度化に関する検討業務

(一社)河川ポンプ施設技術
協会

9010405010345
随意契約（企画競

争） 14,960,000 8月19日

河川用機械設備における維持管理の効率化・高度化
を目的に、３次元モデルとIoTを活用した維持管理手
法や、気象変動を考慮した排水量とするための改良
手法を検討する。

総合政策局
公共事業企画調整課
機械設備係
tel:03-5253-8111
(24925)

28
サービス購入型PFI事業における民間資金及び性
能発注の活用実態並びに土木施設へのPPP／PFI
の導入による効果・課題に関する調査

(株）日本経済研究所 6010001032853
随意契約（企画

競争）
12,980,000 8月19日

土木施設における建設を含めたPFI事業の導入可能
性を検討する基礎情報として、既存のサービス購入型
PFI事業における民間資金及び性能発注の活用実態
を調査・整理するとともに、土木施設へのPPP/PFI導入
によるメリットや課題を調査した。

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26523)

29
インフラの維持管理に係る官民連携事業の導入
検討支援（その２）

八千代エンジニヤリング・み
ずほ総合研究所共同提案体

-
随意契約（企画

競争）
10,164,000 8月28日

インフラの維持管理分野に係る官民連携手法の導入
検討を行う地方公共団体を支援し、老朽化や技術職
員の減少などの課題を解決する手段としての官民連
携手法の導入可能性、導入に際しての課題及びその
対応方針を明らかするための調査を行った。

総合政策局
社会資本整備政策課
官民連携政策係
tel:03-5253-8111
(26523)

30 建設機械の環境対策に係る調査・検討業務
（一社）日本建設機械施工
協会

6010405010463
随意契約（企画競

争） 4,880,700 8月28日

本業務は、環境対策型建設機械認定制度における技
術審査効率化を目的に、現状の課題等を整理し環境
対策型建設機械に関する規定類の改定必要個所の
提案、及び申請書類と規定類の整合を確認し改善点
の抽出を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
環境技術係
tel:03-5253-8111
(24554)

31
建設施工におけるパワーアシストスーツの導入検
討業務

(株)日本能率協会総合研究
所

5010401023057
随意契約（企画

競争）
64,988,000 9月18日

本業務は、パワーアシストスーツ技術の早期社会実装
に向けた環境整備を推進するため、パワーアシスト
スーツに関する活用の現状等を調査するとともに、建
設施工における活用効果の評価を可能とする手法・指
標（案）の検討、試験の実施,と結果のとりまとめ並びに
国土交通省が検討のために設置する産官学による協
議会の運営補助を行うものである。

総合政策局
公共事業企画調整課
技術企画係
tel:03-5253-8111
(24947)

32 構造物のICT出来形管理要領等検討業務
（一社）日本建設機械施工
協会

6010405010463
随意契約（企画競

争） 44,935,000 9月25日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
公共事業企画調整課
施行調整係
tel:03-5253-8111
(24923)

33
カンボジア建設法の建築技術規制に関する調査・
検討業務（第１回）

日本工営株式会社 2010001016851
随意契約（企画競

争） 18,997,000 （7月2日）
11月18日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第二係
tel:03-5253-8111
(25817)

34
令和２年度 海外諸国のダム・下水道管理運営調
査業務

日本工営株式会社 2010001016851
随意契約（企画競

争） 15,000,000 7月8日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力第一係
tel:03-5253-8111
(25819)

35
令和２年度エチオピア国交通インフラ分野におけ
る新規案件形成に向けた調査検討業務（第１回
変更）

大日本コンサルタント株式会
社

8013301006938
随意契約（企画競

争） 14,971,000 （7月8日）
3月１６日

令和4年1月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力第一係
tel:03-5253-8111
(25824)

履行期限の
延長

36
ミャンマー・ヤンゴンにおけるスマートシティ実現に
向けた調査・計画検討業務

ミャンマー・ヤンゴンにおける
スマートシティ実現に向けた
調査・計画検討業務共同提
案体（代表者　日本工営株
式会社）

-
随意契約（企画競

争） 14,999,300 7月27日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第二係
tel:03-5253-8111
(25817)
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37
令和２年度 海外のインフラメンテナンス市場への
本邦企業参画支援検討業務

令和２年度　海外のインフラ
メンテナンス市場への本邦
企業参画支援検討業務共
同提案体（代表者　日本工
営株式会社）

-
随意契約（企画競

争） 17,875,000 （7月30日）
12月17日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816)

38
令和２年度 インフラ海外展開の国際動向に関す
る調査業務

令和２年度　インフラ海外展
開の国際動向に関する調査
業務　URLK・NSPI・MURC共
同提案体（代表者　株式会
社URリンケージ）

-
随意契約（企画競

争）
12,001,000 （7月30日）

11月10日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力第二係
tel:03-5253-8111
(25815)

39
令和２年度 プーケットにおけるスマートシティ実現
に向けた検討調査業務

令和２年度　プーケットにおけ
るスマートシティ実現に向け
た検討調査業務　計量計画
研究所・富士通共同提案体
（代表者　一般財団法人計
量計画研究所）

-
随意契約（企画競

争） 10,296,000 （7月30日）
3月19日

令和3年9月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
プロジェクト推進第一係
tel:03-5253-8111
(25816)

履行期限の
延長

40
令和２年度 アフリカ諸国における道路インフラの
維持管理に関する課題解決検討業務（第１回変
更）

令和２年度　アフリカ諸国に
おける道路インフラの維持管
理に関する課題解決に向け
た調査・検討業務共同提案
体（代表者　株式会社エイト
日本技術開発　国際支社）

-
随意契約（企画競

争） 15,004,000 （7月8日）
3月１６日

令和4年1月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力第一係
tel:03-5253-8111
(25824)

履行期限の
延長

41
令和２年度 海外の電子基準点の運営・維持管理
への本邦企業の参画に向けた調査検討業務

株式会社パスコ 5013201004656
随意契約（企画競

争）
7,053,000 8月18日

令和3年4月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力第一係
tel:03-5253-8111
(25824)

42
令和２年度 i-Constructionを活用した海外インフ
ラプロジェクトの形成に向けた調査検討業務

令和２年度 i-Construction
を活用した海外インフラプロ
ジェクトの形成に向けた調査
検討業務　日本工営・トプコ
ン・パスコ共同提案体（代表
者：日本工営株式会社）

-
随意契約（企画競

争）
8,074,000 （8月18日）

3月１６日

令和3年6月公表

成果物閲覧希望の際は、右記連絡先へ問い合わせ

総合政策局
海外プロジェクト推進課
国際協力第一係
tel:03-5253-8111
(25824)

履行期限の
延長

43
令和２年度　雪処理の担い手の確保・育成のため
の克雪体制支援調査業務

株式会社日本能率協会総
合研究所

5010401023057
随意契約（企画競

争） 9,196,000 7月6日

高齢化や人口減少が急激に進む豪雪地帯における雪
処理の担い手の確保・育成を通じて、共助等による安
全な除排雪体制の整備等を推進するため、先導的で
実効性のある地域の実情に即した新たな共助除雪体
制の取組を調査するとともに、さらに体制整備を促進
するため、アドバイザー派遣制度を活用し、地域の課
題と解決策の調査を実施。

国土政策局
地方振興課 克雪体制
推進係
tel：03-5253-8404

44
令和2年度　人口減少等を踏まえた適切な国土
管理のあり方検討調査業務

株式会社地域総合計画研
究所・株式会社計画技術研
究所共同提案体

2011001014011
随意契約（企画競

争） 16,991,700 7月20日

長期的な視点に立った国土利用・管理に係るリスクの
分析・評価、人口減少下における国土のあり方の検
討、市町村や地域における管理構想の枠組みの検討
等を行った。

国土政策局総合計画
課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-344）

45
令和２年度 将来の産業構造を見据えた持続可
能な国土のあり方検討調査

一般財団法人計量計画研
究所・株式会社福山コンサ
ルタント共同提案体

5011105004806
随意契約（企画競

争） 14,795,000 7月20日

我が国の各地域圏における持続的かつ発展的な産
業・地域構造の実現に向け、国土全体の産業・地域
構造に関する海外諸国との比較分析を踏まえた、我
が国の地域産業の自立性や持続可能性に関する考
察及び地域圏における産業・地域構造について海外
諸国との比較分析等を踏まえた持続的かつ発展的な
産業政策のあり方の考察を行った。

国土政策局総合計画
課
都市・産業班
tel:03-5253-8111
（内線29-326）

46 都道府県を越えた広域連携に関する調査業務
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
随意契約（企画競

争） 7,995,900 7月20日

人口減少下にあって、地域の人材・資源・財源をさら
に効率的に活用していくために、文献調査及びデータ
分析により、将来の人口減少の動向及び道路ネット
ワークの整備を踏まえた、都道府県を越えた広域連携
による施設の立地のあり方を検討した。

国土政策局
広域地方政策課 企画
班
tel:03-5253-8111
(内線29-423)

47 令和２年度 むつ小川原開発推進調査 (株)価値総合研究所 3010401037091
随意契約（企画競

争） 2,992,000 7月20日

むつ小川原開発地区内の未利用地を活用した地域の
活性化を図る観点から、Society5.0の時代において需
要が拡大基調にあると思われるデータセンターについ
て、当該地区における立地の可能性を検討した。

【結果概要】
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisa
ku_tk9_000011.html

国土政策局
広域地方政策課 開発
班
tel:03-5253-8111
(内線29-416)

48
令和２年度　技術革新を取り込んだ社会における
インフラ高度利活用に係る調査

株式会社 日立コンサルティ
ング

1010001146848
随意契約（企画競

争） 16,418,235 （7月22日）
12月7日

社会におけるインフラの利活用等を展望するため、
Society5.0で示されているAI、IoT、自動運転等の技術
革新の進展によって、人々のライフスタイル、ワークス
タイルにどのように影響を及ぼすかについて、AI等を活
用したシミュレーションモデルを用いて分析を行った。

国土政策局総合計画
課
国土基盤班
tel:03-5253-8111
（内線29-312）

49
令和２年度　スーパー・メガリージョン形成による対
流促進に向けた高速交通基盤活用検討調査

株式会社 三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 8,866,000 7月22日

リニア中央新幹線の開業によりスーパー・メガリージョン
が形成されることを見据え、これまでに国内外で開業し
た高速交通基盤の整備に伴う、旅客・物流の流動の
変化や企業間取引の変化等をふまえ、リニア中央新
幹線開業によるスーパー・メガリージョンの形成がもた
らす影響について、イノベーション創出やライフスタイル
等の複数の観点から検討を行った。

国土政策局総合計画
課
国土基盤班
tel:03-5253-8111
（内線29-342）

50
令和2年度　強靱な地域づくりに向けた人口・資
産・重要インフラ等の災害リスク分析調査

パシフィックコンサルタンツ株
式会社

8013401001509
随意契約（企画競

争） 19,855,000 7月28日

あらゆる災害対策の検討の基盤として、地震、津波、
洪水、土砂災害等の各種ハザードデータを収集し、一
元的に重ね合わせた地図データとして整備するととも
に、地図データに人口、資産、重要インフラなどのデー
タを重ね合わせることにより、災害時における地域ごと
のリスク分析を行うとともに、強靱な地域づくりに向けた
施策の検討を行った。

国土政策局総合計画
課
国土管理企画室
tel:03-5253-8111
（内線29-314）

51
令和２年度　政策効果に伴う人口分布の変化を
動的に把握するための調査

一般財団法人計量計画研
究所

5011105004806
随意契約（企画競

争） 6,897,000 7月29日

これまで整備してきた１km及び500mメッシュ単位の将
来人口推計モデルの精緻化を行うとともに、精緻化し
た当該モデルを社会インフラ・各種施設のデータ等と
組み合わせて、国土形成計画の推進等に資する分析
を行った。

国土政策局総合計画
課
人口・社会経済班
tel:03-5253-8111
（内線29-323）

52
令和2年度　奄美群島ICT技術活用観光モビリティ
導入検討業務

復建調査設計株式会社 4240001010433
随意契約（企画競

争） 12,991,000 8月19日

奄美群島における世界自然遺産登録に向けた取組と
して、自然観察ツアー等、豊かな自然を生かした観光
の移動車両として、グリーンスローモビリティ導入の可
能性や活用できるＩＣＴ技術・IｏＴ技術を調査し、導入ま
での課題や条件を整理したうえで、解決するための方
策を検討した。

国土政策局特別地域
振興官付奄美振興係
tel：03-5253-8423

53
令和2年度　奄美群島におけるスマートアイランド
調査検証業務

一般社団法人離島総合研
究所

2030005019213
随意契約（企画競

争） 6,743,000 8月19日

新型コロナ感染症の感染拡大に伴う奄美群島が抱え
る課題やニーズを調査し、ICT技術などを活用した新
型コロナ対策を検討し、現地での本実証調査を行い得
られた成果や知見をとりまとめた。

国土政策局特別地域
振興官付奄美振興係
tel：03-5253-8423
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54
令和2年度　奄美群島における成長戦略推進に
向けた検討調査業務

株式会社九州経済研究所 1340001000947
随意契約（企画競

争） 5,753,000 8月19日

令和元年度に策定したロードマップに基づく取組につい
て、進捗状況の把握をするとともに、学識経験者等に
よる会議（奄美群島成長戦略プロジェクト推進会議）を
開催しながら、進めていく上でのボトルネックなど、実施
するにあたっての課題を抽出・整理し、解決のための
具体的な方策を検討した。

国土政策局特別地域
振興官付奄美振興係
tel：03-5253-8423

55 企業等の東京一極集中に係る基本調査 株式会社 三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争) 59,906,000
（2月28日）
（3月24日）
8月26日

　我が国においては、地方から都市への若年層を中心とす
る流出超過の継続により人口の地域的な偏在が加速してお
り、特に東京圏への流入超過による人口の東京一極集中が
進展している。
　東京圏には依然として過密の問題が存在するとともに、首
都直下地震等大規模災害の切迫等の課題を踏まえ、東京
一極集中の是正を図る必要があることから、数々の施策が
検討・実施されてきたが、企業等の動向が大きく変化するよ
うな状況にはなっていない。
　本調査は、こういった経緯も踏まえ、今後の政策議論に資
するため、改めて企業活動や働き方を含む多角的な観点か
ら諸外国の都市圏と比較しつつ、企業等の東京一極集中の
現状や要因等について調査・分析を行った。

国土政策局総合計画
課
都市・産業班
tel：03-5253-8111
（内線29-326)

56
令和２年度半島地域の魅力向上のための情報発
信業務

株式会社ココロマチ 7010401057012
随意契約（企画競

争）
3,894,000 8月26日

半島地域において民間団体・事業者が主体となって
行っている地域の魅力を向上させる取組の事例につい
て以下の調査等の業務を実施。
○半島地域において民間団体・事業者が主体となっ
て行っている地域の魅力を向上させる取組事例等の
取材
○民間団体・事業者による取組事例を中心に半島地
域への関心を喚起するための広報記事の作成
○半島地域の魅力をアピールするための効果的・効
率的な広報媒体の検討及び情報発信

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

57
小笠原村における観光地域づくりに関する調査検
討業務

ランドブレイン株式会社 9010001031943
随意契約（企画競

争）
8,459,000 9月3日

小笠原諸島に存在する戦跡の現況を把握するほか、
小笠原村の現状把握や他地域の視察等による先進
的取組の調査を通じて、最適な観光地経営のあり方を
検討するもの。

国土政策局　特別地域
振興官付　小笠原振興
係
tel：03-5253-8424

58
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（新
上五島町）

新上五島町ソリューション協
議会　代表団体　日本航空
株式会社

7010701007666
随意契約（企画競

争） 26,239,999 9月15日

無人ヘリコプターを活用した離島間及び離島本土間等
の物流（検体などの医療物資や日用品）体制の構築
を図る実証調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

59
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（五
島市）

五島スマートアイランド推進
実証調査協議会　代表団体
五島市

7000020422118
随意契約（企画競

争） 26,239,000 9月15日

オンライン診療の体制およびドローンによる検体輸送の
体制を福江島と嵯峨島（二次離島）間で構築をし、そ
の有効性等の実証調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

60
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（大
崎上島）

大崎上島町スマートアイラン
ド推進協議会　代表団体
株式会社富士通総研

8010401050783
随意契約（企画競

争） 21,725,000 9月15日

低速電動車両とオンデマンド予約システムを活用した
島内の新たな交通手段としての可能性について実証
調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

61
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（鳥
羽市）

ＴＲＩＭｅｔ推進協議会　代表
団体　セコム医療システム株
式会社

1011001035966
随意契約（企画競

争） 19,441,620 9月15日

鳥羽市離島４島および本土の診療所の計７診療所
に、クラウド型電子カルテと遠隔診療支援システムの
導入実証調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

62
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（佐
伯市）

大分スマートメディカルアイラ
ンド協議会　代表団体　株式
会社ゼンリン

5290801002046
随意契約（企画競

争） 17,953,100 9月15日
本土離島間の診療所をICTを活用して連携し、遠隔医
療やドローンによる医薬品配送を組み合わせ、地域医
療サービスの構築に向けた実証調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

63
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（八
丈島）

八丈島スマートアイランド協
議会　代表団体　ランドブレイ
ン株式会社

9010001031943
随意契約（企画競

争） 16,995,000 9月15日

島内の木質ﾊﾞｲｵﾏｽを燃料として活用するため高効
率ﾎﾞｲﾗ×小型ｴﾝｼﾞﾝ×蓄電池を組み合わせたシス
テムの構築に向けた実証調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

64
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（三
豊市）

三豊市粟島スマートアイラン
ド推進協議会　代表団体
三豊市

7000020372081
随意契約（企画競

争） 16,529,080 9月15日

ドローンによる本土-離島間の物流実証を行うとともに、
常勤医師のいない離島における遠隔医療の体制構築
に向けた実証調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

65
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（南
知多町）

南知多スマートアイランド協
議会　代表団体　一般社団
法人地域問題研究所

1180005014191
随意契約（企画競

争） 10,780,000 9月15日

　離島の小規模学校におけるグループ学習などを遠
隔授業の導入により、本土側学校との交流の実証調
査を行った。
また、島内の観光客・高齢者向けの移動手段としてSM
の有効性を実証した。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

66
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（海
士町）

スマートアイランド推進に資す
る「エネルギーの地産地消」
を実現するための実証調査
協議会　代表団体　株式会
社音力発電

3021001004951
随意契約（企画競

争） 9,988,880 9月15日
離島における持続可能なエネルギー確保を図るため、
小型「波力発電」装置による発電実証調査を行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

67
令和２年度　スマートアイランド推進実証調査（上
天草市）

上天草市湯島スマートアイラ
ンド推進協議会　代表団体
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

1010001143390
随意契約（企画競

争） 9,900,000 9月15日

島内の急勾配、狭隘な道路環境におけるドローン等を
用いた物流手段の導入可能性について実証調査を
行った。

国土政策局離島振興
課振興係
tel:03-5253-8421

68
今後の半島振興施策の在り方に関する検討支援
業務

ストラテジー＆タクティクス株
式会社

5010001100009
随意契約（少額随

契） 600,000 9月15日

半島地域が稼ぐ手法を習得することを目的に、マーケ
ティングの視点から、今後の半島振興の在り方に関し
て検討を行い、研究会及びオンラインイベントにおいて
講演を開催。また、マーケティングの視点を持って、国
土交通省に対して今後の半島振興に関する助言等を
行うものであり、これら一連の業務を円滑に進行するた
めに委託して実施。

国土政策局
地方振興課 半島振興
室
tel：03-5253-8425

69 令和２年度　地下水資料収集業務 （一社）全国さく井協会 2010005003136 一般競争入札 2,860,000 9月29日

全国の主に深度30m以上の水井戸について、井戸掘
削時に得られた地質情報、揚水試験で得られた帯水
層情報及び水質検査結果等のデータを収集・整理
し、地下水に関する基礎情報を整備した。

国土政策局
総合計画課国土管理
企画室企画調整係
tel:03-5253-8359
（内線29-853）

70
機械設備・附帯工作物の標準耐用年数等の見直
し検討業務

（一財）公共用地補償機構 3010005018876
随意契約（企画競

争） 6,831,000 7月2日

公共用地の取得に伴う損失補償基準に係る機械設
備・附帯工作物の標準耐用年数等について、実態調
査及び各種資料をもとに検討を行い、見直しを行っ
た。

不動産・建設経済局
土地政策課公共用地
室補償基準係
tel：03-5253-8270
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71
令和２年度　不動産分野におけるESG‐TCFDに関
する調査検討業務

ＥＹ新日本有限責任監査法
人

1010005005059
随意契約（企画競

争） 9,900,000 7月7日

不動産分野の組織が、気候変動に対応する際に参考
にできるように、TCFD対応ガイダンスを策定した。ま
た、実務者から構成されるワーキンググループを組成
し、国内外の資料・事例の調査や有識者のヒアリング
等を行った。

不動産・建設経済局
不動産市場整備課調
査係
tel：03-5253-8375

72
商業地等に係る固定資産税の負担状況等に関す
る調査業務

（株）プロセスマネジメント 9011001047137
随意契約（少額随

契）
536,017 （7月7日）

8月3日
各市町村が地方税法に基づき作成する固定資産税
の概要調書を収集し、資料の作成を行った。

不動産・建設経済局
不動産市場整備課企
画係
tel：03-5253-8381

73
人口減少地域における土地利用の変化に対応し
た鑑定評価手法の検討業務

（公社）日本不動産鑑定士
協会連合会

7010405010470
随意契約（企画競

争） 7,604,300 7月8日
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001
403241.pdf

不動産・建設経済局
地価調査課鑑定評価
指導室鑑定評価基準
係
tel：03-5253-8378

74
不動産鑑定評価におけるESG配慮に係る評価に
関する検討業務

（公社）日本不動産鑑定士
協会連合会

7010405010470
随意契約（企画競

争）
4,994,000 7月8日

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001
404752.pdf

不動産・建設経済局
地価調査課鑑定評価
指導室鑑定評価基準
係
tel：03-5253-8378

75 不動産市場調査に係る資料作成業務 （株）サーチライト 7010001133717
随意契約（少額随

契） 935,000 7月16日
土地に係る固定資産税負担を調査するため、地価公
示地点のデータを収集・分析し、資料の作成を行っ
た。

不動産・建設経済局
不動産市場整備課企
画係
tel：03-5253-8381

76
金融技術の進展等を踏まえた不動産投資市場の
環境整備に向けた調査検討業務

デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社

7010001088960
随意契約（企画競

争） 8,500,000 7月21日

不動産分野におけるブロックチェーン技術等の新技術
を用いた投資手法について、国内外の事例を調査す
るとともに、既存の法規制における制度的課題の検討
を行った。

不動産・建設経済局
不動産市場整備課情
報整備係
tel：03-5253-8382

77
令和２年度不動産分野における地理空間情報利
用促進調査業務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
随意契約（企画競

争） 11,985,600 7月22日

土地・建物といった不動産分野における地理空間情
報について、情報の整備・提供の側面及び情報の利
活用の側面の両面から、国、地方公共団体、民間事
業者等の様々な主体における取組の動向について把
握・整理を行うとともに、今後の不動産分野における地
理空間情報の整備・活用促進に向けた課題とその対
応方策について調査検討を行った。

不動産・建設経済局
情報活用推進課 ＧＩＳ係
tel：03-5253-8354

78
令和２年度人流データを活用した地域課題解決
等モデル調査業務

（株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385
随意契約（企画競

争） 27,995,000 8月6日

特定の地域で官民が連携した人流計測実証事業を行
い、取得した人流データを用いて防災等地域の課題
解決に活用するとともに、人流データの有効性、活用
拡大に向けた方策の検討を行った。

不動産・建設経済局
情報活用推進課 国土
情報係
tel：03-5253-8354

79
令和２年度地域別人流データ解析による地域経
済分析調査業務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
随意契約（企画競

争） 89,975,655 8月6日

広域な人流データを活用して全国市区町村単位や詳
細な地域単位における人流動態、地域経済状況を調
査・分析し、その結果をオープンデータとして公開する
とともに地域活性化に資する活用方策の検討を行っ
た。

不動産・建設経済局
情報活用推進課 国土
情報係
tel：03-5253-8354

80 建設業の生産性向上に関する調査検討業務
（株）市浦ハウジング＆プラン
ニング

4010001000696
随意契約（企画競

争） 4,950,000 8月6日
施工段階で一貫したBIM モデルの活用を可能とするた
めの課題抽出および効果の考察等を行い、その結果
をまとめた。

不動産・建設経済局
建設業課政策係
tel：03-5253-8111

81
令和２年度　社会保険の加入及び賃金の状況等
に関する調査業務

（株）日本アプライドリサーチ
研究所

6010001009455
随意契約（企画競

争） 9,493,000 8月6日

社会保険加入を徹底・定着させる取組等をふまえ、社
会保険加入や法定福利費、賃金の状況等を調査する
ことにより、必要な施策等を検討するための基礎デー
タとした。

不動産・建設経済局
建設市場整備課　労働
適正化係
tel：03-5253-8283

82
地域建設産業のＩＣＴ活用による生産性向上等に
関する調査検討業務

（一財）建設業振興基金 2010405010376
随意契約（企画競

争） 119,643,213 8月6日

中小中堅建設業におけるＩＣＴ活用や多能工化推進、
第三者承継による生産性向上および持続性確保につ
いての調査分析や、専門家による相談支援・重点支
援を実施した。また、モデル事業やＷＥＢ事例集等を
通じて啓蒙を行うとともにノウハウの横展開を実施し
た。

不動産・建設経済局
建設市場整備課　調整
係
tel：03-5253-8281

83
２０２０年度入契法及び品確法に基づく実施状況
調査支援業務

（株）工業市場研究所 3010401009628
随意契約（企画競

争） 10,981,124 8月7日

「公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する
法律に基づく入札・契約手続に関する実態調査等」及
び「発注関係事務の運用に関する指針に基づく調査
等の業務に関する調査」の調査票の改修・作成や調
査票の発出後、回収・集計を行い、その調査結果につ
いて傾向分析を行った。

不動産・建設経済局
建設業課入札制度企
画指導室企画係
tel：03-5253-8111

84
令和２年度　バングラデシュにおけるインフラＰＰＰ
案件獲得に向けたプラットフォーム会合等運営支
援業務

鹿島・ＯＣＧ共同提案体 －
随意契約（企画競

争） 3,492,500 8月17日
政府間協力の下、「バ」国政府と本邦企業による案件
形成を支援し、令和3年2月の第4回会合で進捗確認
及び道路１案件の新規選定を行った。

不動産・建設経済局
国際市場課　国際協力
係
tel：03‐5253‐8111
（24627）

85
令和２年度　特定技能外国人の受入れに向けた
技能評価試験の海外諸国における実施可能性調
査業務

令和２年度　特定技能外国
人の受入れに向けた技能評
価試験の海外諸国における
実施可能性調査業務共同
提案体

－
随意契約（企画競

争） 24,972,427 8月18日

アジア諸国における技能評価試験・技能教育の適正
実施に係る調査及び帰国後の技能実習修了者に係
る調査を実施し、特定技能外国人受入れの可能性の
検討を行った。

不動産・建設経済局
国際市場課　監理第二
係
tel：03‐5253‐8111
（24619）

86
令和２年度　海外インフラ展開に関する表彰に係
る検討・運営業務

（株）ライダース・パブリシティ 4010001031808
随意契約（企画競

争） 11,000,000 8月18日
JAPANコンストラクション国際賞に係る検討・運営・広
報を実施した。

不動産・建設経済局
国際市場課　国際調整
第二係
tel：03‐5253‐8111
（24625）

87 令和２年度土地問題に関する国民の意識調査 （一社）中央調査社 9010005018193 一般競争入札 9,735,000 8月20日

平成５年度より毎年実施しており、改正基本法第18条
に規定された国及び地方公共団体が土地の利用及び
管理の状況等に関し調査を実施し、資料を収集するこ
とに資する取組として、土地の資産としての有利性に
関する意識、土地取引や土地 の 所有、 利用 及び
管理 に関する意識など、国民の土地に関する意識を
的確に把握した。

不動産・建設経済局
土地政策課政策第一
係
tel：03-5253-8290

88
専門工事企業の施工能力等の見える化における
評価方式調査業務

（株）ライテック 7011101057995
随意契約（少額随

契） 715,000 8月26日

専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に
おける評価の基準を作成するにあたっては、複数の専
門工事業団体に先行して評価の基準作りに取り組んで
もらうが、本業務ではその適切な評価基準に関する調
査を行った。

不動産・建設経済局
建設市場整備課　専門
工事業・建設関連業振
興室　建設振興係
tel：03-5253-8282

89
ＩＣＴ活用による効率的な建設技能者の能力向上
に資する技能プログラム作成業務

職業訓練法人　全国建設産
業教育訓練協会

2080105003616
随意契約（企画競

争） 94,380,000 8月31日

建設現場に従事する技能者を対象とした技能向上に
資する映像の作成、モーションキャプチャー等のICTを
活用した効率的な人材育成のプログラムの作成を行っ
た。

不動産・建設経済局
建設市場整備課　専門
工事業・建設関連業振
興室　業務係
tel：03-5253-8282
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90
建設業許可、経営事項審査の申請手続等の合
理化及び電子化に向けた調査・検討業務

建設業許可、経営事項審査
の申請手続等の合理化及び
電子化に向けた調査検討業
務共同提案体

5010005017785
随意契約（企画競

争） 151,998,000 9月2日
申請者、許可行政庁双方の作業負担を軽減するため
に電子申請システム構築にあたって必要となる機能等
について検討を行い、結果をまとめた。

不動産・建設経済局
建設業課経営指導係
tel：03-5253-8111

91
令和２年度　日本・トルコ建設産業会議開催支援
等業務

（有）ビジョンブリッジ 3011102030410
随意契約（企画競

争） 1,996,500 9月7日
日系建設企業とトルコ建設企業間をオンラインで繋
ぎ、事業連携に向けてディスカッションやビジネスマッ
チング等を実施した。

不動産・建設経済局
国際市場課　国際調整
第一係
tel：03‐5253‐8111
（24624）

92
建設技能者の処遇改善及び効率的な現場管理
に関する仕組みの利便性向上に向けた調査・検
討業務

コムテックス（株） 3230001011821
随意契約（企画競

争）
300,000,000 （9月28日）

3月22日

就業履歴を蓄積するにあたり、カードリーダーが適さな
いとの意見が一部にあり、CCUS完全実施にあたり課題
となっている。カードリーダー以外の就業履歴蓄積環
境を整備し、その実効性についてモニター利用を通し
て検証した。

不動産・建設経済局
建設市場整備課
tel：03-5253-8281

93
令和２年度海外の国際不動産見本市におけるシ
ティセールス手法の企画検討業務

森ビル（株） 1010401029669
随意契約（競争性

なし）
7,469,000 （7月1日）

7月30日

国際不動産見本市を活用した効果的なシティーセー
ルスを実施することを目的に、海外の競合都市の取組
みを参考しながら、その出展にかかる企画・運営を実
施した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

94
令和２年度　カンボジアにおける都市開発の案件
形成推進調査及び制度構築支援業務

共同提案体（代）（株）URリン
ケージ　他１者

3010001088790
随意契約（企画競

争）
16,984,000 (7月2日)

3月3日

令和元年度に作成したカンボジア・プノンペンにおける
都市開発パイロットプロジェクト事業の構想・計画等をの
具体化に向け、基本計画等の作成およびこれに必要
な調査を実施した。また、同国が策定しようとする土地
利用・都市計画関連法案の策定支援を実施した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

95
都市計画基礎調査データの利活用環境の充実に
関する検討調査業務

（株）日建設計総合研究所 7010001007490
随意契約（企画競

争） 9,999,000 7月2日

社会のデジタル化の進展が加速する中、自治体が保
有する都市計画基礎調査情報の活用・オープン化が
より求められることから、今後の都市計画基礎調査
データの精度向上や高度化について検討・検証及び
実施要領等の見直しの検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

96
地方公共団体に対するまちづくり分野におけるソー
シャル・インパクト・ボンドの導入支援業務

有限責任監査法人トーマツ 5010405001703
随意契約（企画競

争）
14,999,600 7月3日

本業務は、まちづくり分野へのソーシャル・インパクト・ボ
ンド（以下、「ＳＩＢ」という。）の導入を具体的に検討する
地方公共団体に対して、コンサルタント等の専門家を
派遣し、ＳＩＢの案件形成を支援しつつ、地方公共団体
における実務面での課題の整理やモデル事業構築に
向けた情報収集を行うものである

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

97
面整備事業における無電柱化推進に係る調査検
討業務

共同提案体（代）（株）オオバ
他１者 9013201001170

随意契約（企画競
争） 13,959,000  （7月3日）2月25日

無電柱化の実施に係る課題及びその要因を整理した
上で、効率的・効果的な無電柱化の実施に関する検
討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

98

都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた３Ｄ都市モデルの構築等に関す
る国際標準規格に対応するための作業手順のマ
ニュアル化及び３Ｄ都市モデルのデータ品質管理
業務

共同提案体（代）（株）日立
製作所　他２者

7010001008844
随意契約（企画競

争） 240,809,800 （7月10日）
1月22日

3D都市モデルの各種分野での利用や応用に資すると
ともに全国での3D都市モデル構築に必要な技術を確
立することを目的に、国際標準規格による3D都市モデ
ル構築のための作業手順のマニュアル化を行い、全
国５６都市で作成された3D都市モデルの品質管理に
ついて調査・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

99
都市交通における自動運転バスの導入と環境整
備に関する調査検討業務

共同提案体（代）（公財）日
本交通計画協会　他１者

8010005003758
随意契約（企画競

争） 13,970,000 7月13日

自動運転バスの社会実装に向けた実証実験等に対す
る都市交通の観点での調査分析や、新技術の導入機
運の醸成に向けた会議開催を通じて、自動運転バス
の社会実装に必要な環境整備について検討を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

100
自動運転を見据えた交通結節点の段階的整備に
関する調査検討

共同提案体（代）（株）日建
設計総合研究所　他１者

7010001007490
随意契約（企画競

争）
9,999,000 7月13日

急速な自動運転技術の進展と、段階的に進む自動運
転技術の普及およびインフラ整備のスピードの差異に
留意しつつ、次世代の交通結節点等の実現に向け
た、段階的な整備方策について検討。新たな交通
モード等の普及や人口減少、高齢化、社会経済情勢
の変化等の将来の不確実性を考慮し、次世代の交通
結節点等の社会実装に向けた課題の整理とその解決
策を検討した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

101
歴史的風致を構成する歴史的建造物等の保存・
活用検討調査

（株）日建設計総合研究所 7010001007490
随意契約（企画競

争） 6,985,000 7月14日

地方公共団体における歴史的風致を構成する歴史的
建造物の実態に関する事例の収集・分析を行い、既
存制度の課題や今後の対応方策について検討を実施
した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

102
新興国等における都市交通システムの導入促進
に関する調査・支援業務

（株）野村総合研究所 4010001054032
随意契約（企画競

争） 15,999,500 7月16日

都市交通システムの競合分析や日系企業のセールス
ポイント整理を行ったうえで、計画段階にある新興国等
の案件の情報収集・整理をし、本邦技術の導入可能
な案件検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

103
公共交通と一体的な都市開発の海外展開戦略
策定に関する調査・支援業務

共同提案体（代）（株）日建
設計総合研究所　他２者

7010001007490
随意契約（企画競

争） 15,950,000 7月16日
TOD（公共交通指向型都市開発事業）の国内外事例
に関する情報整理を行うとともに、具体的な海外展開
に向けた案件検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

104
大規模開発に伴う交通施設等の計画手法に関す
る調査検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争） 10,989,000 7月16日

大規模施設を対象に、新技術も活用し出入り交通量
に関するデータの調査・収集・分析を実施した。
また、一体的に大規模な開発が行われる場合の交通
計画のあり方について検討を実施した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

105
令和２年度都市行政情報データベース改修・運
営業務

アクロスロード（株） 2020001088122 一般競争入札 3,954,830 （７月１７日）
１２月２３日

行政や民間の諸活動の基盤となる土地利用規制や都
市インフラに関する課題に対応するため、都市計画行
政に関する基礎的データの収集・整理・蓄積を行い、
都市の現況を把握し、その情報を継続的に提供する
環境の整備を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

106
海外諸都市におけるマルチモーダルな都市交通
施策等に関する調査検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争） 7,920,000 7月20日

多様な交通モードの活用や道路インフラの効果的な利
用により、交通機関分担を最適化し、都心部と周辺部
のアクセシビリティを向上させた海外諸都市の先進的
事例を収集し、収集事例に対する日本の都市交通シ
ステムが備える比較優位性の抽出・分析を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

107
低炭素まちづくりに向けた都市空間形成手法の実
現等に関する検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争） 9,999,000 7月22日
本業務は、低炭素まちづくりを中心とした都市環境課
題への対応方策を整理するため、事例調査及び全国
への普及・展開に向けた分析等を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

108
都市の国際競争力強化に資する物流拠点等のあ
り方に関する検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 5,973,000 7月22日
大都市圏等における物流拠点等の動向等を整理し、
国際競争力強化に資する物流拠点等のあり方につい
て検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392
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109
令和２年度　宅地擁壁の老朽化調査・対策手法
検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 16,973,000 7月29日

老朽化擁壁について実態の把握や課題の整理、低廉
で施工できる補強方法等の実例を整理、あわせて地
方公共団体が取り組んでいる擁壁の安全対策や指導
状況を整理して、老朽化擁壁の対策に係る体系的な
取組について検討を行った

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

110
首都圏整備計画の実施に関する状況等の把握・
分析及び大都市圏が直面するリスクに対する大都
市圏政策に関する調査検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争）
11,000,000 7月29日

首都圏における人口、居住環境、産業機能等の最新
の動向について把握・分析し、分析に関する指標の見
直しも行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

111 令和２年度テレワーク人口実態調査等業務
共同提案体（代）（一財）計
量計画研究所　他１者

5011105004806
随意契約（企画競

争） 14,993,000 7月30日

本業務は、テレワークの普及状況や普及拡大にあたっ
ての課題等を把握するため、就労者におけるテレワー
クの実施実態等のテレワークを取りまく環境をアンケー
ト等により調査した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

112
コンパクトシティの取組課題の分析・横展開に関す
る検討調査業務

（株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争） 9,944,000 7月31日
立地適正化計画の内容及び運用状況の調査・分析
や立地適正化計画の取組状況の横展開、新たな取り
組み課題に対する推進方策の検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

113 令和２年度　国営公園等のあり方等検討業務 （株）プレック研究所 5010001081785
随意契約（企画競

争）
12,991,000 8月4日

本業務では、国営公園で試行中の施策の検討・試行
に係るフロー、検討事項・留意事項等を整理するととも
に、新たな取組の導入に向けた検討・調査や事例の
整理を行った。あわせて、国営公園の入園料改定に
関する試行について、状況把握・効果分析を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

114
令和２年度公園緑地工事積算体系の更新等調
査検討業務

（一社）日本公園緑地協会 8010005018756
随意契約（企画競

争） 4,983,000 8月4日

本業務では、現在の公園緑地工事積算体系につい
て、工事区分に「緑地育成」を追加するための必要な
調査検討、大型遊具の積算基準の見直しに係る検討
及び土木工事分野における積算大系の改定等を踏ま
えた更新に必要な作業等を実施した。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

115
都市の強靭化に向けた広域緑地保全方策のあり
方等に関する調査業務

（株）プレック研究所 5010001081785
随意契約（企画競

争） 6,941,000 8月5日
本業務は、首都圏近郊緑地保全法等に基づく近郊緑
地等について、災害リスク低減のための斜面緑地の保
全管理の事例調査を行うものである。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

116
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その１３）

松山スマートシティ推進コン
ソーシアム　代表者　復建調
査設計株式会社　松山支店

4240001010433 随意契約（公募） 16,000,000 8月27日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

117
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その１）

スマートウェルネスシティ協
議会　代表者　株式会社日
建設計総合研究所

7010001007490 随意契約（公募） 15,994,000 8月27日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

118
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その１１）

（一社）益田サイバースマート
シティ創造協議会

5010405017204 随意契約（公募） 15,000,000  （8月27日）3月19日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

119
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その１２）

中山間地・自立モデル検討
コンソーシアム　代表者　株
式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ経営研究所

1010001143390 随意契約（公募） 15,000,000  （8月27日）9月17日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

120
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その１４）

あらおスマートシティ推進協
議会　代表者　株式会社
JTB総合研究所

9010001074645
随意契約（公募） 15,000,000 8月27日

スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

121
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その５）

羽田第１ゾーンスマートシティ
推進協議会　代表者　鹿島
建設株式会社

8010401006744 随意契約（公募） 14,499,999 8月27日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

122
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その７）

新潟市スマートシティ協議会
代表者　株式会社NTTドコモ
新潟支店

1010001067912 随意契約（公募） 14,499,999  （8月27日）3月19日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

123
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その２）

さいたま市スマートシティ推
進コンソーシアム　代表者
株式会社日建設計総合研
究所

7010001007490 随意契約（公募） 14,993,000  （8月27日）3月19日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

124
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その８）

岡崎スマートコミュニティ推進
協議会　代表者　株式会社
日本総合研究所

4010701026082 随意契約（公募） 14,494,700 8月27日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

125
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その１０）

かこがわＩＣＴまちづくり協議会
代表者　株式会社日建設計
総合研究所

7010001007490 随意契約（公募） 13,992,000 8月27日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

126
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その３）

つくばスマートシティ協議会 ー 随意契約（公募） 8,899,999  （8月27日）3月19日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

127
都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた３D都市モデルの構築等に関す
る３D都市モデル作成業務（東京２３区）

国際航業（株） 9010001008669
随意契約（企画競

争） 97,790,000 9月7日 https://www.mlit.go.jp/plateau/
都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

128
3D都市モデルを活用した都市活動モニタリング等
の実証に関するコーディネート等実施業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 191,950,000
（9月8日）
3月2日

3D都市モデルのユースケース開発を図ることを目的
に、センサーやカメラ等を活用した人流解析技術など
を活用して3D都市モデル上での都市活動のモニタリン
グなどを実施し、自治体と民間事業者とのマッチング
や3D都市モデルへの各種データの重畳等を実施する
調査・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

129
3D都市モデルを活用した都市活動モニタリング等
の技術実装業務（携帯端末電波を活用した人数
情報の分析等の実施）

国立大学法人九州工業大
学

9290805003499
随意契約（企画競

争） 20,000,000 9月8日

3D都市モデル上での都市活動のモニタリングなどを実
装するために、携帯端末電波を活用した人数情報の
分析等の実証実験を実施することで、3D都市モデル
のユースケース開発を図るための調査・検討を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392
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130
3D都市モデルを活用した災害リスク情報の3D表
示に関する検討調査業務

共同提案体（代）アジア航測
（株）他２者

6011101000700
随意契約（企画競

争） 19,998,000 9月8日
3D都市モデル上に洪水浸水想定区域等の災害リスク
情報を重畳して表示するためのデータ変換やマニュア
ル作成などの調査・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

131
3D都市モデルを活用した都市活動モニタリング等
の技術実装業務（エッジコンピューティングによる
カメラ画像データ分析等の実施）

日本電気（株） 7010401022916
随意契約（企画競

争） 19,965,000 9月8日

3D都市モデル上での都市活動のモニタリングなどを実
装するために、エッジコンピューティングによるカメラ画
像データ分析等の実証実験を実施することで、3D都
市モデルのユースケース開発を図るための調査・検討
を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

132

3D都市モデルを活用した都市活動モニタリング等
の技術実装業務（レーザーセンサーを活用した人
流軌跡データ自動生成システムによる分析等の
実施）

共同提案体（代）（株）日立
製作所　他１者

7010001008844
随意契約（企画競

争） 19,800,000 9月8日

3D都市モデル上での都市活動のモニタリングなどを実
装するために、レーザーセンサーを活用した人流軌跡
データ自動生成システムによる分析等の実証実験を
実施することで、3D都市モデルのユースケース開発を
図るための調査・検討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

133
3D都市モデルを活用した都市活動モニタリング等
の技術実装業務（カメラ画像データを活用した駅
周辺等における人流解析等の実施）

パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン（株）

3010001129215
随意契約（企画競

争） 9,999,000 9月8日

3D都市モデル上での都市活動のモニタリングなどを実
装するために、カメラ画像データを活用した駅周辺等
における人流解析等の実証実験を実施することで、3D
都市モデルのユースケース開発を図るための調査・検
討を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

134
3D都市モデルを活用した都市活動モニタリング等
の技術実装業務（複数のモニタリング技術を活用
した人流測定の分析等の実施）

共同提案体（代）（株）日建
設計総合研究所　他１者

7010001007490
随意契約（企画競

争）
9,988,000 9月8日

3D都市モデル上での都市活動のモニタリングなどを実
装するために、複数のモニタリング技術を活用した人
流測定の分析等の実証実験を実施することで、3D都
市モデルのユースケース開発を図るための調査・検討
を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

135

都市インフラ・まちづくりのデジタルトランスフォー
メーションに向けた3D都市モデルの構築等に関す
る災害ハザード情報（地すべり防止区域、急傾斜
地崩壊危険区域）整備に係るデータ設計・品質評
価業務

（株）協振技建 7010001002129 一般競争入札 12,705,000 9月10日

令和２年の都市再生特別措置法等の改正により、災
害レッドゾーンにおいて開発を抑制することとされたこと
から、このうち、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危
険区域について地理的・空間的に明確化して、地理空
間情報として整備し、都市モデルを用いたシミュレー
ションに活用するための国土数値情報の設計を行い、
別途発注した当該区域のデータ整備業務の品質管理
業務を行った。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

136
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その9）

うめきた２期地区等スマート
シティ形成協議会

ー 随意契約（公募） 10,494,000 9月17日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

137
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その4）

Uスマート推進協議会 ー 随意契約（公募） 15,999,999  （9月25日）3月19日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

138
新型コロナ危機を踏まえた新しいまちづくりに関す
る調査業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 13,992,000 9月25日

新型コロナ危機を契機として、「働き方」「住まい方」は
どのように変化しつつあるか、また、それに対応するた
めに今後の都市において必要なことは何か等を有識
者や民間事業者、自治体を対象にヒアリングやアン
ケートにより調査し、その結果を以下に公表した。
https://www.mlit.go.jp/toshi/machi/content/0013
98792.pdf

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

139
実装にむけた先進的技術やデータを活用したス
マートシティの実証調査（その６）

大手町・丸の内・有楽町地
区スマートシティコンソーシア
ムモビリティ事業共同提案体
代表者　一般社団法人大手
町・丸の内・有楽町地区まち
づくり協議会

2010005018381 随意契約（公募） 15,000,000 9月29日
スマートシティの社会実装の取組をより一層加速する
ため、早期の社会実装が見込まれる実証実験を行っ
た。

都市局総務課調査係
tel:03-5253-8392

140 河川事業の評価手法の充実に関する検討業務
（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争） 19,712,000 7月3日
河川事業の評価手法の充実に関する検討業務を行
う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

141
海外実証技術等の現地基準化に向けた方策検
討業務

（株）NJSコンサルタンツ、三
機工業（株）、（株）DHSテクノ
ロジー、長岡技術科学大学
共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 11,825,000 7月3日
海外実証技術等の現地基準化に向けた方策検討業
務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

142
内水氾濫の特性を踏まえた自助共助の促進によ
る減災対応方策検討業務

日水コン・日本下水道新技
術機構共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 13,915,000 7月6日
内水氾濫の特性を踏まえた自助共助の促進による減
災対応方策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

143
アジア等における非開削管路布設工法の現地基
準化に向けた方策検討業務

日水コン・日本工営・グロー
バルワークス　共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 9,977,000 7月6日
アジア等における非開削管路布設工法の現地基準化
に向けた方策検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

144
小規模な渓流における土石流対策の計画策定手
法等検討業務

（一財）砂防・地すべり技術
センター

4010005018693
随意契約（企画競

争） 12,320,000 7月7日
小規模な渓流における土石流対策の計画策定手法
等検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

145
令和２年度火山噴火時の緊急調査における最新
技術等の活用手法検討業務

令和２年度火山噴火時の緊
急調査における最新技術等
の活用手法検討業務　一般
財団法人砂防・地すべり技
術センター・国際航業株式
会社共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 11,330,000 7月7日
令和２年度火山噴火時の緊急調査における最新技術
等の活用手法検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

146
近年の河川砂防技術基準の改定を踏まえた砂防
に係る技術基準等検討業務

（一財）砂防・地すべり技術
センター

4010005018693
随意契約（企画競

争） 9,955,000 7月7日
近年の河川砂防技術基準の改定を踏まえた砂防に係
る技術基準等検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

147
下水道におけるアセットマネジメントの推進のため
の共通プラットフォーム導入のあり方に関する検討
業務

（公財）日本下水道新技術
機構

4011105003503
随意契約（企画競

争） 14,630,000 7月14日
下水道におけるアセットマネジメントの推進のための共
通プラットフォーム導入のあり方に関する検討業務を
行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

148
令和2年度　下水道における化学物質排出量の
把握及び化学物質管理計画の策定推進等に関
する調査業務

（一社）環境情報科学セン
ター

9010005016577 一般競争入札 4,290,000 7月15日
下水道におけるアセットマネジメントの推進のための共
通プラットフォーム導入のあり方に関する検討業務を
行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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149
下水道事業（電気設備）における一般管理費等
検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争）
8,822,000 7月16日

下水道事業（電気設備）における一般管理費等検討
業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

150 汚水処理施設の全体最適に関する検討業務 メタウォーター（株） 8010401075293
随意契約（企画競

争）
4,840,000 7月20日 汚水処理施設の全体最適に関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

151
AWaP参加国等を対象とした下水道普及方策検
討業務

地方共同法人日本下水道
事業団

2011105003406 随意契約（公募） 28,208,000 7月21日
AWaP参加国等を対象とした下水道普及方策検討業
務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

152
持続的な下水道運営に向けた先進的取組の導
入及び普及に関する検討業務

日水コン・NJS共同提案体 -
随意契約（企画競

争）
29,700,000 7月22日

持続的な下水道運営に向けた先進的取組の導入及
び普及に関する検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

153 下水道事業における各種データ集計整理業務 アクロスロード（株） 2020001088122 一般競争入札 3,358,300 7月28日
下水道事業における各種データ集計整理業務を行
う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

154
ICT活用型下水道施設広域管理のあり方に関する
調査検討業務

日本下水道事業団・東芝イ
ンフラシステムズ株式会社・
株式会社日立製作所・三菱
電機株式会社・株式会社明
電舎・メタウォーター株式会
社共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 24,420,000 8月6日
ICT活用型下水道施設広域管理のあり方に関する調
査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

155
下水道分野におけるアセットマネジメント推進に向
けた人材育成業務

地方共同法人日本下水道
事業団

2011105003406
随意契約（企画競

争） 16,280,000 8月21日
下水道分野におけるアセットマネジメント推進に向けた
人材育成業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

156
下水道機械設備工事における労務費調査及び下
水道事業における調達に関する実態調査の資料
等作成補助業務

社会システム（株） 1013201015327 一般競争入札 2,376,000 8月27日
下水道機械設備工事における労務費調査及び下水
道事業における調達に関する実態調査の資料等作成
補助業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

157
下水処理場における硝化阻害物質の高効率探索
システムの開発

鹿児島大学・土木研究所・
いであ共同研究体

- 随意契約（公募） 30,000,000 9月2日
下水処理場における硝化阻害物質の高効率探索シス
テムの開発を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

158
導電性コンクリートを用いた下水道管路材による硫
化水素の抑制と実下水を用いた長期間の効果実
証

山口大学・中川ヒューム管
工業（株）・宇部市共同研究
体

- 随意契約（公募） 30,000,000 （9月2日）
3月17日

導電性コンクリートを用いた下水道管路材による硫化
水素の抑制と実下水を用いた長期間の効果実証を行
う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

159
悪条件下における下水道圧送管路内の保守点検
ロボットの実装化に向けた技術開発

中央大学・管清工業共同研
究体

- 随意契約（公募） 29,998,596 （9月2日）
3月17日

悪条件下における下水道圧送管路内の保守点検ロ
ボットの実装化に向けた技術開発を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

160
下水道資源を最大限に活用した飼料用米栽培技
術の開発と下水道の新たな役割の創造

山形大学・鶴岡市・日水コ
ン・岩手大学・鶴岡市農業協
同組合共同研究体

- 随意契約（公募） 29,097,848 9月2日
下水道資源を最大限に活用した飼料用米栽培技術
の開発と下水道の新たな役割の創造を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

161
新規高性能ガス透過膜と高解像度モニタリング技
術を導入した膜曝気型バイオフィルム法による排
水処理の省エネ化

三菱ケミカル東京農工大学
共同研究体

- 随意契約（公募） 29,951,386 （9月2日）
3月17日

新規高性能ガス透過膜と高解像度モニタリング技術を
導入した膜曝気型バイオフィルム法による排水処理の
省エネ化を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

162
FO膜を用いた超省エネ型下水処理システムの開
発

造水促進センター・北九州
市立大学・長崎大学・水ing
エンジニアリング・日本水工
設計共同研究体

- 随意契約（公募） 25,033,526 9月2日
FO膜を用いた超省エネ型下水処理システムの開発を
行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

163
深層学習を活用した流域での人間活動に応じた
流入下水負荷変動予測と既往処理システム運転
管理の最適化

国立大学法人京都大学・国
立大学法人愛媛大学・国立
大学法人東京大学共同研
究体

- 随意契約（公募） 5,000,000 9月2日
深層学習を活用した流域での人間活動に応じた流入
下水負荷変動予測と既往処理システム運転管理の
最適化を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

164
トルク感知可能な能動関節機構およびSLAM 技
術を搭載した防水ヘビ型管路検査移動ロボットの
開発

学校法人立命館 9130005004289 随意契約（公募） 4,999,178 9月2日
トルク感知可能な能動関節機構およびSLAM 技術を
搭載した防水ヘビ型管路検査移動ロボットの開発を行
う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

165
我が国下水道事業における広域化・共同化およ
び官民連携の取り組みに関する生産性・効率性の
計測

学校法人近畿大学・国立大
学法人神戸大学共同研究
体

- 随意契約（公募） 1,529,745 9月2日
我が国下水道事業における広域化・共同化および官
民連携の取り組みに関する生産性・効率性の計測を
行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

166
衛生安全計画に基づいた下水処理放流水質の
衛生工学的管理スキームの構築

国立大学法人東北大学大
学院環境科学研究科

7370005002147 随意契約（公募） 4,950,000 9月2日
衛生安全計画に基づいた下水処理放流水質の衛生
工学的管理スキームの構築を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

167
下水汚泥中の有機物を炭素資源としたバイオ燃
料製造プロセスの開発

公立大学法人北九州市立
大学

5290805003569 随意契約（公募） 4,943,636 9月2日
下水汚泥中の有機物を炭素資源としたバイオ燃料製
造プロセスの開発を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

168
ポンプゲート設備に適用される全速全水位型横軸
水中ポンプに係る実証事業

下水道技術海外実証事業
共同事業体

- 随意契約（公募） 39,972,000 （9月8日）
3月9日

ポンプゲート設備に適用される全速全水位型横軸水
中ポンプに係る実証事業を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

169
流入下水中の新型コロナウィルス濃度情報の活
用方策に関する調査検討業務

日水コン・東北大学共同提
案体

-
随意契約（企画競

争） 39,820,000 （9月15日）
3月11日

流入下水中の新型コロナウィルス濃度情報の活用方
策に関する調査検討業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

170
大規模構造物に係る気候変動適応策等検討業
務

（一財）ダム技術センター 1010505001763
随意契約（企画競

争） 24,992,000 9月24日
大規模構造物に係る気候変動適応策等検討業務を
行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111
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171
マンホールトイレの活用及び管理についての実態
調査支援業務

特定非営利活動法人日本ト
イレ研究所

-
随意契約（少額随

契） 979,000 9月30日
マンホールトイレの活用及び管理についての実態調査
支援業務を行う。

水管理・国土保全局総
務課総務係
tel：03-5253-8111

172 令和２年度都市用水使用量等調査分析他業務 （株）テイコク 7200001003487 一般競争入札 4,532,000 8月18日
都市用水使用量分析調査及び全国水需給動態調査
の運営

水管理・国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
(内線31234)

173
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

千葉県 4000020120006
随意契約（競争性

なし）
938,987 （9月28日）

3月17日
当該都道府県における､地盤沈下防止等対策要綱に
基づく､要綱の状況把握に資する調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源政策課
03-5253-8111
（内線31154）

174
令和２年度
地盤沈下防止等対策
要綱推進調査

愛知県 1000020230006
随意契約（競争性

なし） 1,090,000 9月29日
当該都道府県における､地盤沈下防止等対策要綱に
基づく､要綱の状況把握に資する調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源政策課
03-5253-8111
（内線31154）

175
令和２年度
全国水需給動態調査

香川県 8000020370002
随意契約（競争性

なし） 716,000 9月29日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

176
令和２年度

全国水需給動態調査
長崎県 4000020420000

随意契約（競争性
なし）

207,000 （9月29日）
3月22日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

177
令和２年度

全国水需給動態調査
愛知県 1000020230006

随意契約（競争性
なし）

220,960 （9月29日）
3月22日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

178
令和２年度

全国水需給動態調査
山形県 5000020060003

随意契約（競争性
なし）

147,000 （9月29日）
3月22日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

179
令和２年度

全国水需給動態調査
岡山県 4000020330001

随意契約（競争性
なし） 0 （9月29日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

委託業務で
あり、完了報
告にて執行
額（精算額）
がなかったこ
とから、額の
確定により0

180
令和２年度

全国水需給動態調査
埼玉県 1000020110001

随意契約（競争性
なし） 23,000 9月29日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

181
令和２年度

全国水需給動態調査
静岡県 7000020220001

随意契約（競争性
なし） 475,000 9月30日

当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

182
令和２年度

全国水需給動態調査
神奈川県 1000020140007

随意契約（競争性
なし） 360,800 （9月30日）

3月22日
当該都道府県における､水需給動向調査､雨水･再生
水利用施設実態調査

水管理･国土保全局水
資源部水資源計画課
03-5253-8111
（内線31234）

183
令和２年度　標識情報を活用したわかりやすい道
案内の実現に向けた調査検討

（株）長大 5010001050435
随意契約（企画競

争） 15,950,000 7月1日
道路標識データベースの構築による道路案内標識の
管理効率化や標識と情報端末の連携によるわかりや
すい道案内に関する調査検討を行う。

道路局企画課構造基
準第一係
tel:03-5253-8485

184
令和２年度　諸外国におけるエリアプライシング等
の道路課金施策及び貨物車交通施策に関する
調査検討業務

（株）公共計画研究所 3011001007682
随意契約（企画競

争） 11,836,000 7月1日

諸外国における エリアプライシングを中心とした道路課
金施策 の導入計画を中心に情報を収集するととも
に、経済学や法学、工学など、多方面の学問分野に
おける道路課金施策に関する既往の研究論文等につ
いて情報を収集、整理し、我が国におけるエリアプライ
シング等の導入に向けた課題等を整理した。あわせ
て、新たな総合物流施策大綱の策定に向けた貨物車
交通施策の検討を深化するため、近年、諸外国にお
いて策定されている道路交通ビジョンに位置づけられ
た貨物車交通施策を中心に情報の収集、整理を行っ
た。

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487

185
令和２年度　重要物流道路等における大型貨物
車の通行円滑化に向けた調査検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争） 15,840,000 7月1日

国際海上コンテナ車（４０ｆｔ背高）をはじめとする大型
貨物車両の通行に関する情報の収集、分析や特車通
行許可不要区間及び大型車誘導区間に関する情報
の収集、分析を行った。

道路局企画課道路経
済調査室調査第一係
tel:03-5253-8487

186
令和２年度　道路の先進的な利活用に関する調
査検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争） 13,827,000 (7月2日）
12月15日

令和２年度に各地域で実施する道路に関する社会実
験のとりまとめ、過年度の社会実験結果のフォローアッ
プを行うとともに、他地域への普及及び道路施策への
フィードバック、社会実験制度の充実のための方策を
調査・検討する。

道路局環境安全･防災
課環境対策係
tel:03-5253-8495

187
海外道路の運営維持管理事業参入に係る調査
検討業務

日本高速道路インターナショ
ナル・デロイトトーマツファイナ
ンシャルアドバイザリー・国際
建設技術協会「海外道路の
運営維持管理事業参入に係
る調査検討業務」共同提案
体

-
随意契約（企画競

争） 24,923,800 (7月2日）
12月17日

我が国企業が円借款で建設した道路インフラの運営
維持管理事業について、我が国企業の参画による、適
切な維持管理に向けた調査検討を実施する。

道路局企画課国際室
国際調査第一係
tel:03-5253-8906

188
新たな道路交通需要推計の適用に関する検討業
務

社会システム（株） 1013201015327
随意契約（企画競

争） 24,970,000 （７月１３日）
３月８日

新たな道路交通需要推計の適用に向けて、将来OD
表を作成するとともに、その結果を基に分析および各
種検討を行った。

道路局企画課道路経
済調査室調査第二係
tel:03-5253-8487

189
社会情勢を踏まえた自動車の保有・利用に関す
るモニタリング調査業務

（株）公共計画研究所 3011001007682
随意契約（企画競

争） 14,982,000 7月13日

外出率の減少等の社会情勢の変化に関する事例調
査等を行うとともに、自動車の保有と利用に関するアン
ケート調査を実施し、経年のモニタリングを行うことを目
的とする。

道路局企画課道路経
済調査室調査第二係
tel:03-5253-8487

190
令和２年度　無電柱化の事業期間短縮及び占用
制限に関する調査検討業務

令和２年度　無電柱化の事
業期間短縮及び占用制限に
関する調査検討業務日本み
ち研究所・建設技術研究所
共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 26,620,000 （７月１３日）
２月２５日

無電柱化事業の各種発注方式や新工法・新技術など
の現状の整理・分析等を行い、事業期間短縮手法を
検討することや、新設・既設電柱の占用制限の実施に
向けた課題を整理し、現場の実態に応じた具体的な
措置や普及促進に向けた検討を行う。

道路局環境安全・防災
課生活空間係
tel：03-5253-8489
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191
令和２年度　路上工事の影響による道路交通状
況の分析検討業務

（一財）計量計画研究所 5011105004806
随意契約（企画競

争） 13,992,000 7月14日

路上工事による渋滞などの外部不経済を抑制するた
め、全国代表箇所の路上工事について、プローブデー
タにより交通状況（速度）を確認し、路上工事の交通影
響を把握・評価し、更なる路上工事削減誘導策を検
討する。

道路局国道・技術課道
路メンテナンス企画室
道路工事調整係
tel：03-5253-8494

192
令和２年度　道路維持管理の効率化に関する検
討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争）
22,737,000 7月14日

北海道開発局、８地方整備局及び沖縄総合事務局
管内の直轄国道を対象として、維持管理に係わる各
種データを分析し、維持管理基準（案）の見直し、ま
た、舗装点検実施要領に基づく点検結果について整
理・分析をする。

道路局国道・技術課道
路メンテナンス企画室
道路工事調整係
tel：03-5253-8494

193
令和２年度　道路附属物についての情報整理分
析及び効率的な点検に関する検討業務

（一財）日本みち研究所 8010605002135
随意契約（企画競

争） 7,810,000 7月20日
道路附属物の点検結果を整理するとともに、損傷・劣
化状況等について分析を行う。また、分析結果を踏ま
えて管理の効率化・省力化に向けた検討を行う。

道路局環境安全・防災
課道路交通安全対策
室連携調整係
tel：03-5253-8907

194
令和２年度　子どもの移動経路における交通安全
対策に関する検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争） 17,985,000 7月20日

ラウンドアバウトの普及に向けて、効果・課題を整理す
るとともに、整備にあたっての留意点について検討す
る。また、通学路等の子どもの移動経路における交通
安全対策の実施状況をとりまとめ、今後の交通安全対
策の進め方について検討を行う。

道路局環境安全・防災
課道路交通安全対策
室連携調整係
tel：03-5253-8907

195
令和２年度　交通円滑化の向上に向けた新たな
道路構造基準に関する調査検討業務

（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争）
16,993,900 8月11日

社整審の基本政策部会で検討されている道路政策ビ
ジョンにおける道路構造の課題・改善案、現行のバリア
フリー基準見直しに関する課題など、道路構造基準に
関する調査検討を行う。

道路局企画課構造基
準第一係
tel:03-5253-8485

196
令和２年度事業用自動車等に係る交通事故分析
及び交通事故リスク評価による交通安全対策検
討業務

（公財）交通事故総合分析
センター

2010005018547
随意契約（競争性

なし） 24,750,000 8月11日

事業用自動車に係る重大な交通事故に関するデータ
の収集・分析を行うとともに、高速道路における交通事
故について、道路構造等と事故や被害の発生状況と
の関係を整理するものである。また、歩行中、自転車
乗用中の交通事故に関して、事故発生リスクの評価
手法の検討を行うとともに、近年の交通事故の状況に
ついて整理・分析を行う。

道路局環境安全・防災
課道路交通安全対策
室連携調整係
tel：03-5253-8907

197
センシングデータの道路施策への活用及び更新
等に関する検討業務

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 13,860,000 8月17日

センシングデータの道路管理業務等での活用状況を
はじめとした技術動向やデータの取得状況の整理、道
路管理業務等での具体的な活用及びセンシングデー
タの効率的な更新等について検討する。

道路局道路交通管理
課高度道路交通システ
ム推進室道路交通情報
係
tel：03-5253-8484

198
令和２年度　道路構造物維持管理情報の保存手
法の最適化に関する検討業務

（一財）日本みち研究所 8010605002135
随意契約（企画競

争） 9,999,000 8月18日

地方公共団体が管理する道路構造物の維持管理に
係るアセットマネジメントに必要なデータ項目を検討す
るとともにそのデータの収集・保存手法について検討を
実施する。

道路局国道・技術課道
路メンテナンス企画室
橋梁係
tel：03-5253-8494

199
大都市圏における高速道路を賢く使うための料金
体系に関する調査検討業務

大都市圏における高速道路
を賢く使うための料金体系に
関する調査検討業務計量計
画研究所・地域未来研究所
共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 24,992,000 9月15日
大都市圏の高速道路を賢く使うための料金体系につ
いて検討することを目的とする。

道路局高速道路課都
市高速係
tel：03-5253-8490

200
都市開発と高速道路の連携のあり方に関する検
討業務

都市開発と高速道路の連携
のあり方に関する検討業務
道路新産業開発機構・パシ
フィックコンサルタンツ共同提
案体

-
随意契約（企画競

争） 14,960,000 9月15日
我が国において既存道路上空空間を活用する場合の
課題を整理し、対応策について検討する。

道路局高速道路課都
市高速係
tel：03-5253-8490

201
令和２年度　道路構造物のメンテナンスに関する
地方支援および事業量検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 29,920,000 （９月１６日）
２月１９日

メンテナンスサイクルの着実な実施に向け、地方のメン
テナンスの取り組みを踏まえた重点実施すべき支援
策や二巡目の点検結果を踏まえた個別施設計画の
策定・更新について検討を行うものである。また、構造
物のメンテナンスに係る費用について、整理・検討を行
う。

道路局国道･技術課道
路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ企画室維持
修繕係
tel:03-5253-8494

202
令和２年度　道路トンネルの維持管理に向けた３
次元データの活用方策検討業務

中央復建コンサルタンツ（株） 3120001056860
随意契約（企画競

争） 39,930,000 9月16日

道路トンネルを対象に点検、変状・損傷の種類毎の補
修・補強、アセットマネジメント等の維持管理において
必要とされるデータ及び効率的なBIM/CIMモデルの検
討を実施し、BIM/CIMモデルの試作を行う。

道路局国道･技術課技
術企画室舗装係
tel:03-5253-8498

203
令和２年度　道路構造物に関するデータの活用
等に関する検討業務

令和２年度　道路構造物に
関するデータの活用等に関
する検討業務長大・日本み
ち研究所共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 21,879,000 （９月１７日）
２月１５日

直轄道路構造物の点検データ等を他機関管理のデー
タベースとの連携により、位置情報により紐づけられた
橋梁、トンネル等の様々な構造物の維持管理情報を
即応的かつ一元的に閲覧・引用可能なシステムとし
て、過年度に試作された「直道路構造物管理システ
ム」の本格運用に向けた段階的な準備として、試行に
よる意見収集、それに基づくシステム改修、他機関と
の調整支援、システム動作環境構築支援を行う。

道路局国道・技術課道
路メンテナンス企画室
橋梁係
tel：03-5253-8494

204
令和２年度　新技術の活用及び評価に関する検
討業務

令和２年度　新技術の活用
及び評価に関する検討業務
橋梁調査会・先端建設技術
センター・日本建設機械施
工協会共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 29,909,000 9月17日

他分野の新技術活用の取り組み及び諸外国の道路
技術政策の取り組み事例をとりまとめ、道路分野の技
術施策を検討するうえでの基礎資料を作成するととも
に、技術活用の進捗状況やその効果を整理・公表す
るための手法の検討を行う。

道路局国道･技術課技
術企画室舗装係
tel:03-5253-8498

205
高速道路に関する海外道路事業・施策調査検討
業務

（株）公共計画研究所 3011001007682
随意契約（企画競

争） 13,981,000 9月28日
高速道路に関する事業・施策について、海外先進事
例の効果や課題等を整理・分析し、我が国への適用
を行うことを目的とする。

道路局高速道路課事
業企画係
tel:03-5253-8490

206
高速道路等のインフラに係る国内外事業・施策調
査検討業務

（株）公共計画研究所 3011001007682
随意契約（企画競

争） 9,999,000 9月28日
高速道路等のインフラにおける国内外の事例調査を
行い、行政等における課題等を整理・分析し、必要な
方策の検討を行う。

道路局高速道路課官
民連携推進係
tel:03-5253-8499

207 ETC2.0の経路情報を活用した施策検討業務

ETC2.0の経路情報を活用し
た施策検討業務道路新産
業開発機構・建設技術研究
所共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 9,999,000 9月29日
高速道路から路外休憩施設等への一時退出実験に
係る利用促進及びサービス改善のため、現状を把握
するとともに、必要な方策の検討を行う。

道路局高速道路課事
業企画係
tel:03-5253-8490

208
令和２年度　道路土工構造物データベースを活
用した効率的な道路管理に関する検討業務

（一財）土木研究センター 6010505002096
随意契約（企画競

争） 9,735,000 9月30日

データに基づく法面・道路土工構造物等の管理を行う
ため、既存の法面・道路土工構造物の点検状況や被
災履歴等のデータを収集・整理・分析するとともに、
データベースを用いた効率的な道路管理について検
討する。

道路局環境安全・防災
課道路防災対策室防
災対策係
tel：03-5253-8489
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209
令和２年度　道路区域外からの災害防止に関す
る土地利用の適正な管理促進に係る検討業務

「令和２年度道路区域外から
の災害防止に関する土地利
用の適正な管理促進に係る
検討業務」土木研究セン
ター・パスコ共同提案体

-
随意契約（企画競

争） 13,750,000 9月30日
道路区域外からの道路への災害を防止するため、人
工構造物の設置等に伴う災害リスクについて、安全を
確保するための取り組みを検討する。

道路局環境安全・防災
課道路防災対策室防
災対策係
tel：03-5253-8489

210 建築基準・住宅制度に関する国際分析調査 （一社）建築・住宅国際機構 6010405013689
随意契約（企画競

争）
9,940,000 7月2日

日本企業の海外展開に必要となる、基礎情報の収集
等のため、欧米諸国、新興国等の建築基準・住宅制
度の情報収集・分析を行った。また、海外展開を進め
るうえで、参考になる知見を整理し、当該情報・知見の
普及を行った。

住宅局総務課国際室
内線：３９－１７６

211 建築基準に関する国際規格の整合調査 （一社）建築・住宅国際機構 6010405013689
随意契約（企画競

争）
7,960,000 7月2日

建築・住宅分野に関する国際標準化への対応として、
構造安全・火災安全・建築物の省エネルギー性能関
連のISO規格について、情報収集、整理・分析、各分
野の規格策定に対する対処方針、取りまとめを行っ
た。

住宅局総務課国際室
内線：３９－１７６

212
住宅団地（団地型マンション）等における再生の実
施方策等に係る検討調査

（株）社会空間研究所 3011001011016
随意契約（企画競

争）
19,987,000 7月6日

令和2年6月に改正されたマンションの建替え等の円
滑化に関する法律において創設された敷地分割事業
を活用して団地の再生を行う場合の課題等を検討し、
ガイドラインの素案として取りまとめを行うとともに、既存
のガイドライン等について改正法を踏まえた改訂の方
向性の検討を行った。

住宅局市街地建築課
内線：３９－６８７

213
地方公共団体等が実施する空き家対策の推進方
策の検討調査

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
随意契約（企画競

争） 11,999,999 7月8日

空家法施行から約５年が経過し、全国の市区町村に
おいて空き家対策で一定の成果がみられる一方、事
務手続き等において様々な課題が発生しており、それ
らの事例の収集・検討を行うとともに、課題の抽出や地
域における空き家対策の実態の調査を行うことで、空
き家対策の推進方策の検討を行った。

住宅局住宅総合整備
課
内線：３９－３９５

214
民間建築物におけるアスベスト実態調査の環境整
備に関する調査

（株）環境管理センター 7013401000164
随意契約（企画競

争） 13,482,788 8月3日

小規模建築物を含めた民間建築物のアスベスト対策
を推進するため、小規模建築物を含めた台帳整備を
促進するための支援・民間建築物所有者に対する周
知方策の検討、建築物石綿含有建材調査者の資質
向上に向けた検討を行う。

住宅局建築指導課
内線：３９－５４６

215
諸外国における建築物の防火・避難規定等に関
する基礎調査

（株）アルテップ 5011001027530
随意契約（企画競

争） 4,950,000 8月3日
諸外国における防火・避難規定について、具体の基準
や仕様等について情報を収集し、我が国の基準や仕
様等を含めて整理を行う。

住宅局建築指導課
内線：３９－５２９

216
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関す
る法律等の施行状況に関する調査、整理及び分
析等業務

（一財）住宅保証支援機構 9010405000305
随意契約（企画競

争） 5,000,000 8月4日

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法
律等の施行状況に関する調査、整理及び分析等業
務、当該法令に関係する国が行ってきた事業等その
他取り組みの情報の整理及び分析を行った。

住宅局住宅生産課
内線：３９－４４８

217
令和２年度公営住宅、改良住宅等及び特定優良
賃貸住宅等管理等の実態調査

（株）アズコムデータセキュリ
ティ

6030001066131 一般競争入札 5,390,000 9月8日

公営住宅、改良住宅等及び特定優良賃貸住宅等の
管理状況について、本調査により実態を把握し、取りま
とめたデータを参考として、これらの住宅の管理の適正
化を図っていく。

住宅局住宅総合整備
課
内線：３９－３８４

218 令和２年度民間住宅ローンの実態に関する調査 （株）建設物価サービス 5010001015446 一般競争入札 822,800 9月10日
市場における民間金融機関の住宅ローンの供給状況
を把握するため、住宅ローンを実際に供給している民
間金融機関に対し、その実態に関する調査を行う。

住宅局総務課民間事
業支援調整室
内線：３９－７２７

219
ＵＡＶ・ＡＩを活用した港湾施設の点検・診断システ
ム改良検討業務

（株）パスコ 5013201004656 随意契約（公募） 19,932,000 (7月2日)
1月14日

モデル港湾での実証実験、港湾施設の維持管理にお
いて今後活用が期待される、UAV（航空法における無
人航空機をいう。）及びAI（人工知能）を用いた点検・
診断システムの改良、インフラデータプラットフォーム
接続方法に関する検討等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所沿岸海洋・防災研
究部沿岸防災研究室
tel：046-844-5019

220
クルーズに係る港湾利用状況分析及び利便性向
上方策検討業務

（一財）法人みなと総合研究
財団

8010405009702 随意契約（企画競争 33,185,000 （７月３日）
１２月１７日

関東地方整備局管内の港湾を対象に、クルーズ客船
の港湾利用に関する状況分析、長期停泊時において
必要となる港湾側の対策の検討。

関東地方整備局
総務部経理調達課
TEL:045-211-7413

221
ベトナム国における防波堤及び浚渫・埋立に係る
基準作成等に関する協力推進検討業務

ベトナム国における防波堤及
び浚渫・埋立に係る基準作
成等に関する協力推進検討
業務　共同提案体

ー
随意契約（企画競

争） 14,795,000 (7月7日)
2月5日

平成26年3月に国土交通省とベトナム交通運輸省と
の間で締結された「港湾施設の国家技術基準の策定
に関する協力に係る覚書」に基づく協力（平成29年6
月に更新、令和2年度に再度更新予定）を推進するこ
とを主目的とし、ベトナムへの適用を想定した防波堤、
及び浚渫・埋立に係る基準の策定に関する検討、基
準案策定関係者による技術ワークショップの開催・運
営等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所港湾研究部港湾
施設研究室
tel：046-844-5019

222
船舶産業における造船事業者と舶用工業事業者
間の連携の促進やサプライチェーンの最適化等に
係る調査研究業務

（一財）日本造船工業会、
（一社）日本舶用工業会、
（株）ClassNKコンサルティン
グサービス

8010405010511 、
5010405001133、
6010001143799

随意契約（企画競
争） 49,999,988 7月8日

本調査事業により、造船事業者と舶用工業事業者間
の連携等を促進し、我が国船舶産業の国際競争力を
強化するための建造過程における関係事業者の連
携・協業・協調の促進及びサプライチェーンの最適化
に向けての課題並びにこれらの解決方策を明確化す
ることができた。

海事局船舶産業課生
産技術イノベーション係
tel:03-5253-8634

223
バングラデシュにおける浮体式コンテナターミナル
の事業及び河川を利用した二次輸送の基礎調査

J-DeEP技術研究組合 4010405011380
随意契約（企画競

争） 28,995,900 7月8日

バングラデシュ全体の最適な浮体式コンテナターミナ
ルの概念を設計するとともに、実施に向けた地理的条
件等の検討、経済性及び利便性を加味した総合評
価、我が国の浮体技術を活用した事業の提案を行っ
た。

海事局船舶産業課海
洋開発プロジェクト係
tel:03-5253-8634

224
九州におけるアドベンチャートラベル商品造成およ
び地域コーディネーター育成のモデル事業

株式会社ＪＴＢ　総合研究所 9010001074645
随意契約（企画競

争） 19,993,380 （7月10日）
1月14日

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000237435
.pdf

九州運輸局観光部観
光地域振興課
tel：092-472-2920

225
地域公共交通計画の策定等に関するガイドライン
作成等業務

復建調査設計（株）東京支
社

4240001010433
随意契約（企画

競争）
14,993,000 7月13日

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sos
ei_transport_tk_000058.html（令和２年１１月２７日初
版公表、令和３年３月２２日第２版公表）

総合政策局地域交通
課
tel：03-5253-8987

226
情報通信技術等を活用したコンテナ輸送効率化
検討業務（その２）（三次変更）

情報通信技術等を活用した
コンテナ輸送効率化検討業
務（その２）みなと総研・三井
E＆Sマシナリー設計共同体
代表者　みなと総合研究財
団

8010405009702 随意契約（企画競争 151,761,500
（6月3日）

（12月17日）
7月13日

横浜港南本牧ふ頭で、関東地方整備局が構築した
CONPASの改修、試験運用で効果検証。コンテナ輸送
の更なる効率化を進めるため、AI、IoT 等の技術に関
する活用検討。

関東地方整備局
総務部経理調達課
TEL:045-211-7413
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227
令和２年度　観光地域動向調査事業「自転車で
海を渡るサイクルツーリズム」事業

株式会社ケー・シー・エス
3011101040658

随意契約（企画競
争） 1,771,000 7月14日 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/00001_00348.html

九州運輸局観光部観
光地域振興課
tel：092-472-2920

228 地方鉄道向け無線式列車制御システムの開発 日本信号株式会社 9010001110631 随意契約（公募） 128,859,500 （7月15日）
2月8日

地方鉄道向け無線式列車制御システムの安全性検
証等を実施。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

229
外貿コンテナ貨物の港湾・経路選択モデルの構
造検討業務

セントラルコンサルタント（株） 1010001088264 随意契約（公募） 17,160,000 7月16日

コンテナ貨物量の需要予測を行うため、最新の全国輸
出入コンテナ貨物流動調査データを用い、コンテナ貨
物の利用港湾及び輸送経路選択を推計するモデルの
構造を検討するものである。

国土技術政策総合研
究所港湾研究部港湾シ
ステム研究室
tel：046-844-5019

230
訪日外国人旅行者への災害時情報提供の改善
に関する調査事業

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争）
44,972,400 7月17日

外国人旅行者に対し、台風及び熱中症に関する情報
を多言語でプッシュ通知できるよう、Safety tipsにこれ
らの機能を実装させた。

観光庁参事官(外客受
入担当)
tel：03-5253-8111
（内線27-906）

231
鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル改訂に関
する調査

株式会社三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争）
14,993,000 7月20日

各種調査・研究等の進展を踏まえた数値等の更新、
マニュアル２０１２に係る課題の抽出及びその課題へ
の対応策への検討を行った

鉄道局総務課企画室
tel：03-5253-8542

232 観光危機管理に関する調査等業務 （株）JTB総合研究所 9010001074645
随意契約（企画競

争）
14,993,000 7月20日

観光危機管理に関する先行事例等を収集し、我が国
のみならず世界各国で観光危機管理に関する取組を
導入するための手引書等を作成。

観光庁参事官(国際関
係担当)
tel：03-5253-8111
（内線27-516）

233
鉄道に関する技術上の基準を定める省令第６０条
（保安通信設備）等に関する調査検討

一般社団法人日本鉄道電
気技術協会

8010505000107 一般競争入札 5,826,953 7月22日

鉄道の電気設備及び運転保安設備関係の技術基準
について、今後の見直しの基礎資料とするため、基準
運用上の問題点や新技術について調査検討を行っ
た。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

234
成田国際空港が被災した場合の代替輸送連絡調
整メカニズムの構築のための調査

（株）日通総合研究所 3010401051209
随意契約（企画

競争）
9,999,999 7月22日

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/nari
tatyousa_00001.html

総合政策局参事官（物
流産業）
tel:03-5253-8298

235
令和２年度公共事業評価の効率的・効果的な実
施等に関する調査検討

（一財）計量計画研究所 5011105004806 一般競争入札 6,534,000 7月22日
現状の評価手法の点検、課題の整理及び新たな評価
手法の検討を行うことにより、公共事業評価を効率的・
効果的に実施するための手法の検討を行った。

大臣官房公共事業調
査室
tel：03-5253-8258

236
新型コロナウイルス収束後のMICEのあり方に関す
る調査等業務

（株）クニエ 9010601030238
随意契約（企画競

争） 9,999,960 7月27日

有識者ヒアリングと事例収集を通じてウィズコロナ・ポス
トコロナ時代における新たなMICEのあり方を整理し、そ
の実現に資するサービス・技術等のロングリスト作成を
実施。

観光庁参事官(MICE担
当)
tel：03-5253-8111
（内線27-605）

237 地域の輸送資源の活用方法に関する調査業務
公益財団法人　九州経済調
査協会

5290005000838
随意契約（企画競

争） 6,780,000 （7月28日）
2月18日

地域の輸送資源についてアンケート、関係者ヒアリング
等により現況を調査したうえで、地域の交通手段として
の活用可能性の検討を行う。

九州運輸局交通政策
部交通企画課
tel:092-472-2315

238
都市づくり・公共インフラ等の海外展開を見据えた
事業スキームの体系的整理等（見える化・透明
化）に関する調査研究業務

日本工営（株）東京支店 2010001016851
随意契約（企画競

争） 18,194,000 7月30日

インフラ整備が活発化している諸外国における都市分
野、港湾分野において、発展段階に応じた日本や競
合国・企業の受注の実態を明らかにし、日本企業の参
入が容易となるインフラ技術やそのパッケージ、事業ス
キームのあり方など、日本企業の強みを活かした効果
的な海外展開戦略の課題と対策を明らかにした。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

239
海外展開を見据えた日本の都市開発の分類・体
系化に関する調査研究業務

日本工営（株）東京支店 2010001016851
随意契約（企画競

争） 4,994,000 7月30日

アジアを中心に今後も膨大なインフラ整備需要が見込
まれている中で、相手国の現状に応える面的開発実
績の海外展開に向けた戦略の策定の基礎資料とする
ため、「都市と沿線交通の一体的な開発」に焦点をあ
て、既存の都市開発に関する文献調査、既存の都市
開発における効果の分析を行った。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

240
令和２年度北極海航路の利用動向等に関する調
査検討業務

セントラルコンサルタント（株） 1010001088264 一般競争入札 9,845,000 7月30日
北極海航路の利活用に向け、最新情報、当該年度の
利用動向等の調査及び分析を行う。

総合政策局海洋政策
課
tel:03-5253-8266

241
クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討
業務（五次変更）

（一財）みなと総合研究財団 8010405009702 随意契約（企画競争 45,551,000
（7月29日）
（10月29日）

7月30日

クルーズを通じた地域振興等の方策に係る検討。ク
ルーズ旅客等の安全かつ円滑な移動・観光を支援す
るためのシステムを作成・検証、課題対策を検討。

関東地方整備局
総務部経理調達課
TEL:045-211-7413

242
令和２年度　ＣＢＴＣの仕様の共通化に関する調
査研究

公益財団法人鉄道総合技
術研究所

3012405002559
随意契約（企画競

争） 4,917,000 7月31日

CBTC（無線を利用した列車制御システム）について、
より一層の導入促進を図るために、仕様共通化等に関
する検討を行い、「インターフェース仕様共通化ガイド
ライン」「無線回線設計ガイドライン」をとりまとめた。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

243
高齢者が安心して暮らせるまち・地域を支えるコ
ミュニティベースの新たな仕組みに関する調査研
究業務

（株）富士通総研 8010401050783
随意契約（企画競

争） 6,068,700 8月3日

国や地方自治体における中長期的なまち・地域づくり
施策の検討に、コミュニティのあり方の観点から寄与す
るため、高齢者が安心して暮らせるまち・地域を支える
コミュニティベースの新たな仕組みの検討を行った。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

244
経済社会活動および土地利用の長期的見通しに
関する調査研究業務

一般財団法人土地総合研
究所

2010405010392
随意契約（企画競

争） 7,480,000 8月3日

今後の日本社会に変化をもたらすと予測される要因が
日本の土地利用に及ぼす長期的影響を分析するた
め、土地利用形態の決定要因について文献調査や有
識者との意見交換を基に整理し、その要因に基づく土
地利用形態の特徴を分析した。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

245
地域産業の活性化に資する輸出力強化に向けた
航空貨物輸送の市場実態に関する調査研究業
務

中央復建コンサルタンツ（株）
東京本社

3120001056860
随意契約（企画競

争） 9,020,000 8月4日

地域産業活性化に資する農水産品等の輸出力強化
に向けて、日本発の航空貨物輸送の実態・課題及び
世界的な航空貨物輸送の市場や運賃決定の実態に
ついて調査、検討を行った。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

246
コンテナターミナルの利用率・沖待ち状況の把握
手法高度化検討業務

（一財）みなと総合研究財団 8010405009702 随意契約（公募） 12,430,000 8月4日

当所にて既開発のAIS（Automated Identification
System：自動船舶識別装置）データを用いたコンテナ
ターミナルの利用率・沖待ち状況の把握ツールについ
て、高度化を検討するものである。

国土技術政策総合研
究所港湾研究部港湾シ
ステム研究室
tel：046-844-5019
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247
クルーズ旅客の訪問地別消費額把握手法検討
調査業務

セントラルコンサルタント（株） 1010001088264 随意契約（公募） 6,380,000 8月4日

クルーズ旅客の寄港地背後における訪問地別消費額
把握手法の検討を行うとともに、位置情報データを用
いてクルーズ旅客の観光行動を可視化し、クルーズ旅
客が各訪問地における消費金額を回答するプログラム
を作成することにより、位置情報データを用いたクルー
ズ旅客の訪問地別消費額把握手法を構築するもので
ある。

国土技術政策総合研
究所港湾研究部港湾シ
ステム研究室
tel：046-844-5019

248 パナマ運河に関する基礎情報調査 （公財）日本海事センター 7010005016661
随意契約（少額随

契）
992,200 8月5日

本調査は、パナマ運河の環境（降水量、水利用）、パ
ナマ運河の船舶の通航量と喫水制限の関係に関する
調査及びパナマ政府による水不足対策プロジェクトの
情報収集を行い、将来の水不足の状況を分析するた
めの基礎的な情報を収集を実施した。

海事局総務課国際企
画調整室
tel:03-5253-8612

249
災害時におけるバス等の活用可能性調査（令和
元年台風１９号の対応についてのケーススタディ）

（株）日本能率協会総合研
究所

5010401023057
随意契約（企画競

争） 3,993,000 8月12日

令和元年台風１９号での対応状況の事例調査を踏ま
えて、自治体、バス事業者等における災害対応時の
バス等の活用法や、そのための準備等について整理し
た。

関東運輸局総務部会
計課調度係
tel:045-211-7207

250
物流分野における高度人材の育成・確保に関す
る調査研究業務

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）

3010401011971
随意契約（企画競

争） 9,350,000 8月17日

高等教育機関等における物流に係る高度教育の状況
や、企業等における高度物流人材の確保・育成の状
況について、国内外で調査を実施し、高度物流人材に
求められる知見及びその育成・確保のための教育の
課題と対策のあり方を明らかにした。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

251
浮体式洋上風力発電施設の安全評価手法等の
確立のための調査研究

（国研）海上・港湾・航空技
術研究所、（一財）エンジニ
アリング協会、（大）東京大
学、東京製綱繊維ロープ(株)

5012405001732、
1010405009436、
5010005007398、
4180301011195

随意契約（企画競
争） 37,999,463 8月17日

浮体式洋上風力発電施設の
・浮体構造等に使用される材料
・渓流システムの設計の評価手法
・検査の効率化を実現する手法
を検討し報告書にまとめる。

海事局海洋･環境政策
課
海洋開発戦略室
tel:03-5253-8614

252

宿泊・飲食・小売分野における多様なバックグラウ
ンドを有する訪日外国人旅行者の受入環境改善・
情報発信（受入環境の整備状況の「見える化」）
推進事業

（株）ＪＴＢ 8010701012863
随意契約（企画競

争） 9,997,020 8月17日
整備事例等を調査・整理すると共に、昨年作成したピ
クトグラムの活用に向けた施策を検討。それらを展開し
受入環境の改善・客観的な情報発信を推進した。

観光庁参事官(外客受
入担当)
tel：03-5253-8111
（内線27-915）

253
家島諸島航路における交流人口拡大及び航路利
便性向上による航路確保・維持に関する調査業
務

（株）シティプランニング 9130001003105
随意契約（企画競

争） 1,976,700 （8月18日）
3月3日

https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/barrierfree/index_000
01.html

神戸運輸監理部 企画
課
tel:078-321-3144

254
北陸信越運輸局管内自治体における公共交通へ
の支出に伴う経済効果（クロスセクター効果等）に
関する調査

特定非営利活動法人
ＳＣＯＰ

6100005006299
随意契約（企画競

争） 8,340,750 （8月18日）
1月18日

健康増進などの地域公共交通が生み出している移送
以外の効果を算出する手法を紹介するとともに、管内
自治体での算出事例を示す。また、管内市町村ごとに
現行費用と代替費用の差額（クロスセクター効果）を算
出し、管内全体での算出結果の傾向と個別の結果を
モデル事例として紹介する。

北陸信越運輸局交通
政策部交通企画課
025-285-9151

255 ＵＡＶによる遠隔地画像伝送技術に関する研究
国立研究開発法人情報通
信研究機構

7012405000492 随意契約（公募） 7,844,333
(8月20日)
(2月24日）
3月17日

港湾施設の維持管理において今後活用が期待され
る、UAV（航空法における無人航空機をいう。）による
空撮の画像伝送に関して、港湾環境における遠隔地
からの円滑な画像伝送を可能とする通信システムの
改良及び同システムの実効性の評価を実施するもの
である。

国土技術政策総合研
究所沿岸海洋・防災研
究部沿岸防災研究室
tel：046-844-5019

256
海のドローンの活用とそれを踏まえた社会人育成
に向けた基盤整備業務

（公財）日本財団、（一財）エ
ンジニアリング協会、みずほ
情報総研(株)

8010405009495、
1010405009436、
9010001027685

随意契約（企画競
争）

95,669,399 8月21日

海洋再生可能エネルギー及び石油・ガス開発分野のＩ
ＭＲにおける安全なＡＵＶの活用に係るガイドライン及
び企業の若手技術者育成のあり方について検討し報
告書にまとめる。

海事局海洋･環境政策
課
海洋開発戦略室
tel:03-5253-8614

257
内航海運の取引環境改善・生産性向上に向けた
調査検討

（株）日通総合研究所 3010401051209
随意契約（企画競

争） 14,677,300 8月21日

内航海運が安定的に輸送サービスを提供し続けるた
めに、荷主企業と内航海運業者、あるいは元請事業
者（下請事業者を含む）と船主との取引環境を改善す
るとともに、生産性向上に取り組む必要があり、その実
現に向けて、実態の調査、ガイドライン（案）の策定等、
具体的方策について調査・検討したもの。

海事局内航課財務第
一係
tel:03-5253-8627

258
令和２年度　鉄道における自動運転技術に関する
調査研究

公益財団法人鉄道総合技
術研究所

3012405002559
随意契約（企画競

争） 12,958,000 8月24日

踏切がある等の一般的な路線で自動運転を導入する
技術的要件の検討において、列車走行路上の安全確
保として線路空間とそれ以外の空間の分離の措置や
自動運転に必要な保安システム等の検討を行った。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

259
船舶バラスト水規制管理条約におけるバラスト水
処理設備の承認及び検査に関する国際基準に対
応するための調査研究

株式会社水圏科学コンサル
タント

9010801005824 一般競争入札 3,300,000 8月26日
船舶バラスト水規制管理条約におけるバラスト水処理
設備の承認及び検査に関する国際基準に対応するた
めの調査研究

海事局検査測度課バラ
スト水対策係
tel:03-5253-8639

260 MICE総消費額等調査事業
（株）サーベイリサーチセン
ター

6011501006529
一般競争入札（総

合評価方式） 4,895,000 8月26日
ラグビーワールドカップ2019日本大会に関連する企業
会議【M】および報奨・研修旅行【I】の件数を含めた国
際MICE全体の総消費額を算出。

観光庁参事官(MICE担
当)
tel：03-5253-8111
（内線27-607)

261
技術とコンシェルジュを活用した観光案内所のイン
バウンド相互送客ネットワーク構築に向けた実証事
業

株式会社Ｈｕｂｅｒ． 8021001056261
随意契約（企画競

争） 12,999,866 8月27日

地域に密着した情報を有する観光案内所同士を、テ
クノロジーを介してつなぐことにより、外国人観光客に
フェイスtoフェイスで地域に密着した
　情報を提供し、外国人旅行者が多く集まる観光地か
らその他の観光地へと送客するためのネットワークの構
築を目指す。

九州運輸局観光部
観光企画課
Tel:092-472-2330

262
シベリア鉄道の貨物輸送の利用促進に向けた実
証事業等による調査委託業務

（株）日通総合研究所 3010401051209 一般競争入札 19,851,502 8月27日
令和2年度調査委託業務報告書
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seis
akutokatsu_freight_tk1_000140.html

総合政策局参事官（国
際物流）
tel：03-5253-8800

263
令和２年度「観光地域動向調査事業」とんがりロー
ド広域連携地域観光資源の調査事業

株式会社Gear8 9430001041727
随意契約（企画競

争） 1,600,000 8月28日

「とんがりロード広域連携地域」（※えりも岬周辺エリア）
において、アフターコロナの反転攻勢における戦略を再
設定するため、①現状課題の整理、②タイ人に向けた
認知度調査オンラインアンケート、③北海道在住タイ
人による現地視察調査等を実施。

北海道運輸局　観光部
観光地域振興課
011-290-272２

264
「にいがた庭園街道」にかかる外国人旅行者ニー
ズ把握及びモデルルート策定調査事業

(株)新潟博報堂 4110001006741
随意契約（企画競

争） 4,000,000 8月28日
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/0002374
48.pdf

北陸信越運輸局観光
部観光地域振興課
025-285-9181
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265
小岱山･蓮華院誕生寺奥之院を活用したナイトタ
イムトレイルラン及びナイトタイムトレッキングツアー
造成事業

リベルタ株式会社 8011101070213
随意契約（企画競

争） 9,687,000 （9月15日）
1月18日

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/00001_00351.html
九州運輸局観光部観
光地域振興課
tel：092-472-2920

266
阪神港における農水産物輸出促進に向けた方策
検討業務

（一財）みなと総合研究財団 8010405009702 随意契約（企画競争 9,790,000 （8月28日）
3月18日

阪神港利用による関西の農水産物の輸出拡大を目的
として、港湾を通じた農水産物輸出の実現、その促進
を目指した検討等を行うものである。なお、検討にあ
たっては国内外のコンテナ物流の状況等を把握するも
のとする。

近畿地方整備局
総務部経理調達課調
達係
tel：078-391-7576

267
独占禁止法特例法の共同経営等に係る特例に
関するガイドライン作成業務

ＥＹ新日本有限責任監査法
人・復建調査設計（株）から
なる共同提案体

－
随意契約（企画

競争）
7,986,000 8月28日

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sos
ei_transport_tk_000058.html（令和２年１１月２７日初
版公表、令和３年３月２２日第２版公表）

総合政策局地域交通
課
tel：03-5253-8987

268
令和2年度観光地域動向調査事業
「平和都市を訪れる外国人観光客の消費及び滞
在に関する動向調査」

公益財団法人
中国地域創造研究センター

8240005012380
随意契約（企画競

争）
1,800,000 8月31日

広島を選んで訪れる外国人旅行者の心理をひも解
き、訪日外国人旅行者が真に求めることを把握するこ
とで、訴求力の高いコンテンツ造成に役立て、今後の
消費額、滞在日数の向上につなげることを目的とする
もの

中国運輸局
観光部観光地域振興
課
tel:082-228-8703

269
令和2年度物流生産性向上に資する幹線輸送の
効率化方策検討業務

（株）日通総合研究所 3010401051209
随意契約（企画

競争）
11,715,000 8月31日

中小事業者を対象とした幹線輸送の効率化方策等の
検討

総合政策局物流政策
課
tel:03-5253-8801

270
阿蘇くじゅう国立公園ウェルネス・ナイトタイムツー
リズム造成事業

株式会社マインドシェア 2010401027829
随意契約（企画競

争） 9,902,750 9月1日 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/00001_00351.html
九州運輸局観光部観
光地域振興課
tel：092-472-2920

271
バリアフリー基本構想等の住民提案等に関する調
査検討業務

（株）サンビーム 4010001095836 一般競争入札 1,980,000 9月1日

バリアフリー法において、高齢者、障害者等はマスター
プラン・基本構想の作成を提案できるとされているとこ
ろ、この住民提案制度の活用を図るため、提案を受け
たことのある市町村及び提案を行った住民団体等にア
ンケート調査を行い、住民提案のメリット等について、
「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成
に関するガイドライン」へ記載するほか、リーフレットを作
成し、国交省HP上で公表している。

総合政策局安心生活
政策課
tel：03-5253-8304

272
鉄道に関する技術上の基準を定める省令第１１条
（動力車を操縦する係員の乗務等）等に関する調
査検討

一般社団法人　日本鉄道運
転協会

1010505001953 一般競争入札 2,880,416 9月2日

踏切がある等の一般的な路線で自動運転を導入する
レベルをGoA2.5としたときに列車前頭に添乗する係員
の作業内容及び運転免許の要否にかかり必要となる
項目等、基準に関係する運転取扱いの検討を行っ
た。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

273 路面電車の運転速度に関する調査研究
公益社団法人日本交通計
画協会

8010005003758 一般競争入札 4,730,000 9月2日
併用軌道における路面電車の速度向上に必要な検証
項目の検討の一部として、路面電車の運転シミュレー
タによる速度向上試験結果等の検討を行った。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

274
淡路島の海事関係コンテンツを活かした観光の推
進に関する調査業務

（株）パソナ 1010001067359
随意契約（企画競

争） 1,800,000 9月3日 https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/tiikidukuri_00002.html
神戸運輸監理部 企画
課
tel:078-321-3144

275
モビリティの高度化及び接続改善等による公共交
通のサービス改善に関する調査研究業務

ワシントンコアL.L.C ー
随意契約（企画競

争） 8,470,000 9月3日

モビリティの高度化及び接続改善により、公共交通を
軸とするモビリティ全体の水準を高める施策のあり方に
ついて、欧州及び日本の昨今の動向を踏まえ実効性
のある計画策定及び事業の実施について把握するとと
もに、我が国の優位点や改善点等を抽出、分析した。

国土交通政策研究所
研究担当
Tel:03-5369-6002

276
先進安全技術による被害低減効果予測のための
車両の衝突直前挙動に基づく傷害予測モデルの
構築

（一財）日本自動車研究所、
国立研究開発法人産業技
術総合研究所、国立大学法
人東京工業大学からなる共
同研究体

－ 随意契約（公募） 10,000,000 9月4日
衝突直前の車の挙動や交通参加者の属性ごとに人身
被害とその要因を的確に予測するための傷害予測モ
デルを構築した。

総合政策局技術政策
課
tel:03-5253-8950

277
関東圏の航空機の効率的な運航のための極端気
象予測の高度化

国立大学法人東京大学、国
立大学法人東北大学からな
る共同研究体

－ 随意契約（公募） 20,000,000 9月4日
シビアストームの予測精度を向上させるとともに、予測
情報の航空機の運航や交通流管理への影響評価手
法を開発した。

総合政策局技術政策
課
tel:03-5253-8950

278
内航船への新技術の適用促進等による働き方改
革実現のための内航船の新たな評価手法の確立
と標準化に向けた研究開発

国立研究開発法人海上・港
湾・航空技術研究所、内航ミ
ライ研究会からなる共同研
究体

－ 随意契約（公募） 9,998,718 9月4日

内航船の「船員へのやさしさ」を客観的に評価する手
法の開発、及び船員へのやさしさにつながる技術を導
入する際のバックボーンとなる仕様・標準等の整備を
実施した。

総合政策局技術政策
課
tel:03-5253-8950

279 災害用ドローン物流総合支援システムの開発 ブルーイノベーション（株） 7010002053617 随意契約（公募） 5,356,000 9月4日

災害対応機関間において必要な物資需要の情報を
共有するソフトウェアと、ドローンによる安全かつ迅速な
支援物資輸送を実現するためのシステムを研究し、開
発した。

総合政策局技術政策
課
tel:03-5253-8950

280
日ＥＵの鉄道分野における技術協力の可能性調
査（令和2年度）

株式会社三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 29,999,200 9月7日

車両分野に関する法的枠組の検討や今後の検討事
項の深度化等を行い中間報告書案を作成するととも
に、信号分野の技術協力の可能性及びあり方につい
て再度検討した。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

281
タイにおけるモバイル・ビックデータ（MBO）を活用し
た公共交通計画策定支援に係る案件形成調査
提案事業

日本工営（株）、ソフトバンク
株、（株）Ａｇｏｏｐからなる共
同研究体

－
随意契約（企画

競争）
19,979,383 9月7日

タイ運輸省から、交通分野における政策立案にモバイ
ル・ビックデータの活用を検討にあたって日本に協力を
要請されたことを受けて、モバイル・ビックデータの収集
方法や公共交通計画策定への活用方法について調
査検討を行い、報告書を作成した。

総合政策局国際政策
課
tel:03-5253-8313

282
アフリカにおけるインフラ分野の日英第三国連携に
係る調査

（株）クニエ 9010601030238
随意契約（企画

競争）
13,993,290 9月7日

アフリカにおけるインフラ分野の日英第三国連携の可
能性を検証するため、英国企業のアフリカ進出状況等
の基礎情報を収集するとともに、日本企業にとって有
望な日英連携のあり方を検討した。

総合政策局国際政策
課
tel：03-5253-8313

283
令和2年度 バンコク・チェンマイ間高速鉄道計画
における事業費縮減等の検討調査

独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構

4020005004767
随意契約（企画競

争） 60,753,000 （9月8日）
1月6日

バンコク・チェンマイ間高速鉄道計画に関して、タイ政
府より要望のあった事業費削減等について、日本の新
幹線建設の知見を踏まえた事業費削減案の検討等を
実施｡

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527
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284
令和２年度　内航航路を活用した農産物の輸出
促進方策検討業務

（一財）みなと総合研究財団 8010405009702 随意契約（公募） 16,577,000 9月8日
内航航路を活用した農産物の集荷・輸送環境構築及
び効率的かつ経済的な輸送を行う上で必要な港湾機
能のあり方について検討したもの

中部地方整備局経理
調達課
tel:052-209-6316

285 鉄道技術の国際標準化活動に関する検討調査 株式会社三菱総合研究所 6010001030403 一般競争入札 19,910,000 （9月10日）
2月10日

日本の鉄道システムのインフラ輸出力のさらなる強化
を目的に、標準化活動に関する課題を明らかにした上
で、対応策を検討し、鉄道技術の国際標準化の推進
に資する基礎資料を作成。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

286
長崎･伊王島における自然、海、食、癒しをテーマ
としたナイトタイムコンテンツ造成事業

学校法人　鎮西学院 6310005004430
随意契約（企画競

争）
7,520,126 （9月10日）

11月25日
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/00001_00351.html

九州運輸局観光部観
光地域振興課
tel：092-472-2920

287
幹線鉄道の効果的・効率的な整備・運行手法の
検討

一般財団法人運輸総合研
究所

4010405010473
随意契約（企画競

争） 89,947,000 （9月11日）
2月26日

幹線鉄道の各整備手法（単線・ミニ新幹線等）の適用
条件・範囲や、既存の整備手法では担えない需要に
応じた新たな整備・運行手法について検討を行った。

鉄道局幹線鉄道課
tel：03-5253-8531

288
高速バス東北共通インバウンドフリーパス調査事
業

（株）ＪＴＢコミュニケーション
デザイン

2010701023536
随意契約（企画競

争）
2,499,860 9月14日

東北地域においては、観光資源が豊富に存在するも
のの、それぞれが点在しているため、それらを結ぶため
の訪日外国人旅行者向け２次交通の整備が課題と
なっている中、チケットの内容や販売の方法、受入環
境改善の見直し等を行うことで、旅行者の二次交通の
利便性向上につなげるために本事業を実施した。

東北運輸局観光部観
光地域振興課
tel:022-380-1001

289
北海道内空港民間委託を契機とした二次交通活
性化に関する調査等業務

一般社団法人北海道開発
技術センター

2430005010809
随意契約（企画競

争）
3,993,000 9月15日

空港利用者の二次交通の利用実態を把握し、空港間
周遊を含めた空港二次交通の充実に向けた課題を整
理するため、公益社団法人北海道観光振興機構の
「北海道来訪者満足度調査」を活用し、旅行者の行動
実態の分析を実施。

北海道運輸局　交通政
策部　交通企画課
011-290-2721

290
ＡＳＥＡＮにおけるコールドチェーン物流サービス規
格の普及促進事業

（株）富士通総研 8010401050783 一般競争入札 9,658,000 9月15日
コールドチェーン物流サービス規格のASEANへの普及
を図るため、普及戦略及びマレーシアにおける普及に
向けたアクションプランを策定した。

総合政策局参事官（国
際物流）
tel：03-5253-8800

291
一般乗合旅客自動車運送事業者等に係る自動
車事故の保険データの分類・分析業務

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
（株）

6010001047513 一般競争入札 990,000 9月15日
一般乗合旅客自動車運送事業者等に係る自動車事
故の保険データに関する総事故件数及び支払い保険
金総額

大臣官房運輸安全監
理官
tel：03-5253-8797

292 幹線鉄道の整備効果の推計手法等の検討 株式会社三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 49,555,000 （9月16日）
2月22日

新幹線の整備効果の推計手法及び新たな便益の算
出方法を構築し、その妥当性の検証を行った。

鉄道局幹線鉄道課
tel：03-5253-8531

293 新幹線整備後の在来線の将来像に関する検討 株式会社野村総合研究所 4010001054032
随意契約（企画競

争） 36,352,662 （9月16日）
2月22日

在来線の廃線後における地域への影響の収集、新幹
線整備後の在来線の将来像に関する検討の深度化
等を行った。

鉄道局幹線鉄道課
tel：03-5253-8531

294
病院船の船内システムの最適化の検討のための
調査

(株)日本海洋科学 1020001077159
随意契約（企画競

争） 9,928,822 9月16日

減揺、発電、空調等、15の船内システムに区分し、求
められる機能とともにハザード､リスク及び対応方法を
技術的観点から整理した。また、建造コスト（医療器
材、ヘリを含む。）は、一定の要件を設定した上で、
500床規模のものは約430億円、100床規模のものは
約180億円と推定した。

海事局安全政策課政
策係
tel：03-5253-8631

295 「阿蘇カルデラナイト満喫プロジェクト」事業 株式会社マインドシェア 2010401027829
随意契約（企画競

争） 9,977,000 （9月17日）
2月10日

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/00001_00351.html
九州運輸局観光部観
光地域振興課
tel：092-472-2920

296 スクラバー排水の環境影響評価に関する調査
（国研）海上・港湾・航空技
術研究所

5012405001732 一般競争入札 5,156,213 9月18日
スクラバー排水規制の導入状況、スクラバー排水の
分析事例、海洋環境評価事例等について調査し報告
書にまとめる。

海事局海洋･環境政策
課
環境渉外室
tel:03-5253-8118

297
令和2年度　台車枠の探傷検査に関する調査検
討

一般社団法人日本非破壊
検査協会

6010005018527 一般競争入札 5,988,248 9月23日

鉄道車両の台車枠の探傷検査について、他分野で採
用されている検査方法から活用可能性のある検査方
法を抽出した。また、それらの検査方法について、測
定精度等を実証試験により検証及び既に導入している
鉄道事業者等への実態調査を行った。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

298
鉄道車両材料における燃焼性規格に関する検討
調査

一般社団法人日本鉄道車
両機械技術協会

1010405010609 一般競争入札 3,995,728 9月24日

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈
基準について」に定める燃焼性規格に定量化等を導
入する場合の改定案を策定すること等の調査検討を
実施。

鉄道局技術企画課
tel：03-5253-8547

299
ダッカ２号線のPPP事業実施可能性検討調査（令
和2年度）

PwCアドバイザリー合同会社 7010001067262
随意契約（企画競

争） 24,999,700 9月25日

ダッカMRT２号線に関する現状を把握した上で、概算
事業費・需要予測・経済効果分析等を整理し、事業
性の検討を行うとともに最適なPPP事業スキームの検
討を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

300
タイにおける貨物鉄道輸送に係る情報収集・確認
調査

日本貨物鉄道株式会社 7011001068366
随意契約（企画競

争） 24,970,000 （9月25日）
2月22日

タイの貨物鉄道輸送に係るタイ国内の法制度調査及
び民間事業者による危険品鉄道輸送の可能性につい
て基礎調査等を実施。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

301
AI技術等の活用による船舶の高度な設計支援技
術の構築のための調査研究業務

ジャパンマリンユナイテッド
(株)

8020001076641
随意契約（企画競

争）
78,186,900 9月25日

本調査事業において、過去の事例やノウハウ等に基づ
く設計ミスの自動表示、生産設計の補完や支援を行う
汎用的なＡＩ及び関連技術の開発実証を行った。

海事局船舶産業課生
産技術イノベーション係
tel:03-5253-8634

302
ロシア連邦ヴォロネジ都市鉄道整備に係る実現可
能性調査（Ｆ／Ｓ）実施支援調査（令和2年度）

八千代エンジニヤリング株式
会社

2011101037696
随意契約（企画競

争） 16,947,700 9月28日

ヴォロネジ都市鉄道計画における現状と課題の整理、
ロシア政府が行った実現可能性調査のフェーズ１に関
し、先方政府の要望に沿って八千代エンジニヤリング
株式会社が提供したアドバイスの内容。

鉄道局国際課
tel：03-5253-8527

303
マラッカ・シンガポール海峡に設置されている航行
援助施設維持管理に関するキャパシティー・ビル
ディング・アドバンス事業

（一社）海外運輸協力協会 3010005013299 一般競争入札 1,600,368 （9月28日）
2月5日

国土交通省及びマレーシア政府との間で、当該事業
の実施に向けた事前調整を行った。

海事局外航課企画係
tel:03-5253-8618

新型コロナウ
イルス感染
症の影響に
より事業を中
断
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304
インバウンド富裕層対応能力の強化に向けた専門
家派遣及び調査等事業

（株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争）
72,925,914 （9月28日）

1月25日

宿泊施設等に対し、ホテルコンサルティング会社等からイン
バウンド富裕層への対応の専門家を派遣し、世界の富裕層
を受入れるための対応能力強化を図る。また、富裕層の興
味、関心事項、価値観、ライフスタイルなどから求められる
サービスニーズを明確化し、今後の富裕層に対応する人材
の育成に活用する。

観光庁参事官(観光人
材政策担当)
tel：03-5253-8111
（内線27-329）

305
「ＤＥＪＩＭＡ　night×timetravel」　コンテンツ造成
事業

株式会社ＪＴＢ
8010701012863 随意契約（企画競

争） 9,900,000 9月29日 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/00001_00351.html
九州運輸局観光部観
光地域振興課
tel：092-472-2920

306
四国における次世代高規格ユニットロードターミナ
ルの基本構想等検討業務

（公社）日本港湾協会 7010405000967 随意契約（企画競争 15,015,000 (9月29日)
3月8日

「次世代高規格ユニットロードターミナル」の実現等に
向け、四国の港湾の内貿ユニットロード輸送への各種
情報通信技術の導入方策、課題、効果等の基本構
想等の検討等を行うもの。

四国地方整備局 総務
部 経理調達課
tel：087-811-8304

307
「ナッジ」を活用した効果的な公共交通利用促進
策等に関する調査・検討業務

株式会社バイタルリード 3280001003731
随意契約（企画競

争） 3,960,000 9月30日

モビリティ・マネジメントの事例をナッジの枠組みで整
理・分析することにより、効果的かつ費用対効果の高
い公共交通利用促進策及び新型コロナウイルス感染
症を想定した「新しい生活様式」に対応した公共交通
利用方法並びにそれらの周知・啓発方法を検討し、自
治体や交通事業者が実践できるような形で当該施策
を提示することを目的とするもの

中国運輸局
交通政策部交通企画
課
tel:082-228-3495

308
海技資格制度事務処理システムのプログラム改
修

（株）富士通パブリックソ
リューションズ

1040001008277 一般競争入札 26,177,800 9月30日
新型コロナウィルス感染症対策の影響により期日を過
ぎた各種手続き等に対し、適正な手続きのもと、期日
に遡って処理できるようにするプログラム改修

海事局海技課免許係
tel:03-5253-8649

309
観光産業の即戦力となる実務人材（外国人材）の
確保・育成に関する業務

三菱ＵＦＪリサーチ&コンサル
ティング（株）

3010401011971
随意契約（企画競

争）
34,999,800 9月30日

観光産業における深刻な人手不足への対応を強化するた
め、改正入管法により新たな在留資格として創設をされた
「特定技能」を活用し、宿泊業における外国人材受入れ促
進につながるセミナー等を実施。

観光庁参事官(観光人
材政策担当)
tel：03-5253-8111
（内線27-331）

310
港湾分野における浚渫データの効率的なノイズ処
理に関する検討業務

（株）パスコ 5013201004656 随意契約（公募） 23,188,110 (9月30日)
3月11日

港湾分野における生産性の向上を図るため、ICT浚渫
工における点群データの効率的なノイズ処理方法につ
いて、現場検証等を通じて検討を行うものである。

国土技術政策総合研
究所港湾研究部港湾
施工システム・保全研
究室
tel：046-844-5019

311
令和２年度観光地域動向調査事業
愛媛県南予地域における欧米豪向け観光資源調
査事業

四国旅客鉄道（株） 1470001002014
随意契約（企画競

争） 1,795,660 7月17日
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/bunya/kankou/2
021-0819-1600-4.html

四国運輸局観光部
観光地域振興課
tel:087-802-6737

312
四国エリアにおける訪日外国人レンタカー利用者
向け交通安全情報等の調査事業

（一財）百十四経済研究所 9470005005303
随意契約（企画競

争） 4,005,650 8月24日
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/kankou/
2021-4-drivemap.html

四国運輸局観光部
観光地域振興課
tel:087-802-6737

313 最先端観光コンテンツインキュベーター事業 ＰｗＣコンサルティング（同） 1010401023102
随意契約（企画競

争）
34,967,790 7月27日

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000119.htm
l

観光庁観光資源課
tel：03-5253-8111
（内線27-832)

314
プローブデータを活用した道路維持管理の高度化
検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509 随意契約（公募） 25,861,000
（７月１６日）
１月１５日

ETC2.0を活用した新たな情報提供サービスを検討す
ると共に、道路維持管理におけるETC2.0プローブデー
タ等の利活用方策を検討。

北海道開発局道路維
持課防災第1係
tel:011-709-2311(内
線5965)

315 北極海における船舶の航行実態調査検討業務

北極海における船舶の航行
実態調査検討業務
寒地センター・みなと総研設
計共同体

- 随意契約（公募） 6,930,000 7月16日
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kk/kou_kei/ud49g7000
0000slz-att/slo5pa0000004kv3.pdf

北海道開発局港湾空
港部港湾計画課
tel：011-709-2311
（5617）

316 地域防災力向上に関する検討業務
（一社）北海道開発技術セン
ター

2430005010809 随意契約（公募） 10,074,100 （7月１６日）
３月１７日

「自助」、「共助」、「公助」のバランスがとれた地域社
会の実現に向けた方策について、様々な提言や報告
書を踏まえつつ、地域の防災に関するニーズや課題を
把握し、地域の人々や関係機関と協働することにより
「災害に強くしなやかな社会の構築」の具体化に資す
る検討を行う。

北海道開発局事業振
興部防災課企画係
tel：011-709-2311
(内5459)

317
北海道における下水道施設等利活用方策検討
業務

（株）日水コン 3011101015783 随意契約（公募） 9,900,000 8月27日
下水道施設や下水処理水等の利活用事例について
収集及び分析を行い、道内に導入が可能な利活用方
策の検討を行った。

北海道開発局事業振
興部都市住宅課都市
事業管理官付下水道
係
tel:011-709-2311
（内5869）

318
北海道におけるスマートシティの実現に向けた検
討業務

株式会社　ドーコン 5430001021765 随意契約（公募） 5,962,000 8月27日
北海道におけるスマートシティ形成に向けたモデル検
討を行うとともに、ガイドライン作成に向けた構成等の
検討を行った。

北海道開発局事業振
興部都市住宅課都市
事業管理官付計画・景
観係
tel:011-709-2311
（内5878）

319
官民連携による低未利用地を活用した地域活性
化事業支援業務

（一社）公民連携事業機構 2010705001918
随意契約（企画競

争） 7,998,210 7月13日
官民連携による低未利用地を活用した地域活性化事
業支援

東北地方整備局建政
部都市・住宅整備課企
画調査係
tel：022-225-2171

320 スーパー・メガリージョン形成による効果検討業務 日本工営（株）仙台支店 2010001016851
一般競争入札（総

合評価方式） 8,998,000 （7月16日）
2月１6日

　本業務は東北圏域において、2027年度のリニア中
央新幹線開業・スーパーメガリージョン（SMR）の影響を
見据えた将来シナリオ及びSMRの形成による効果拡大
に向けた具体的な取組について検討を行うものであ
る。

東北地方整備局企画
課地方計画係
tel022-225-2171

321
災害リスクを踏まえた関東地方整備局管内のまち
づくり検討業務

日本工営（株） 2010001016851 随意契約（公募） 7,865,000 9月18日

災害リスク状況や都市構造についての調査・分析及び
課題の整理を行い、災害リスクを踏まえたまちづくりを
地方公共団体が導入・計画する上での支援方策の検
討を行うもの。

関東地方整備局建政
部都市整備課企画調
査第一係
tel:048-600-1907

322
令和２年度　北陸地方におけるコンパクトなまちづ
くり推進に向けた調査検討業務

（株）日本海コンサルタント 6220001005078
随意契約（企画競

争） 10,076,000 (令和2年8月26日）
令和3年2月22日

立地適正化計画を公表する管内都市の計画内容を
整理するとともに、計画作成中・公表済みの都市に対
するアンケート調査を実施し、各段階における課題・工
夫点等を整理し、自治体の計画作成・更新を促すた
めのＰＲ資料として参考事例集を作成するとともに、北
陸３県の自治体を対象とした意見交換会を開催した。

北陸地方整備局建政
部
都市・住宅整備課
tel：025-280-8755

323 令和２年度　伊勢湾再生行動計画資料作成業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
一般競争入札（総

合評価方式） 11,814,000 (8月11日）
2月4日

本業務は、伊勢湾再生行動計画に基づき、施策の進
捗状況等のとりまとめ及び水環境改善効果のとりまと
めを行う。

中部地方整備局広域
計画課地方計画第一
係
tel:052-953-8129
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324 令和２年度　防災まちづくり検討業務 日本工営（株） 2010001016851 随意契約（公募） 7,403,000 （8月17日）
3月8日

本業務は、管内自治体の「安全なまちづくり」の取組み
を支援するため、「災害に強いまちづくり」の基本的な
考え方、施策、現状や課題等をとりまとめた「地震・津
波災害に強いまちづくりガイドライン」の更新の検討を行
う。

中部地方整備局建政
部
都市整備課
企画調査第一係
052-953-8573

325 令和２年度　中部地方下水道推進検討業務 （株）ニュージェック 2120001086883 随意契約（公募） 11,583,000 （令和2年8月24日）
令和3年8月6日

本業務は、「中部地方下水道推進プラン」の達成状況
の確認や時点修正等のフォローアップを実施する。ま
た、フォローアップの過程で明らかとなった課題等を踏
まえ、次期「中部地方下水道推進プラン（案）」の策定
のための検討を行う。

中部地方整備局建政
部
都市整備課
下水道係
052-953-8573

326
令和２年度　中部地方整備局道路情報設備製造
一式

日本無線（株）中部支社 3012401012867 一般競争入札 298,650,000
（8月18日）
9月30日
3月18日

道路情報設備の設備更新および情報の時点修正、機
能向上のため改修を行う業務である。ＶＩＣＳ－Ｃ２の道
路情報集約等に係わるソフトウエア改修を行う。

中部地方整備局 企画
部 情報通信技術課
tel:052-953-8157

327 広島湾再生推進検討業務 復建調査設計株式会社 4240001010433
随意契約（企画競

争） 10,032,000 7月14日

 広島湾の環境の保全に関する取り組みを総合的に推
進することを目的とした「広島湾再生行動計画（第二
期）」について、第１回中間評価の実施と施策の推進
に係る検討を行う。

中国地方整備局
広域計画課
企画第二係
tel.082-511-6120

328 斐伊川流総計画基本方針検討業務
日本工営株式会社　広島支
店

2010001016851
随意契約（企画競

争）
16,753,000 7月21日

流域の水質環境基準を達成するために必要な下水道
整備の実施のために策定する「斐伊川流域別下水道
整備総合計画に関する基本方針」の基礎資料を作成
する。

中国地方整備局
広域計画課
企画第二係
tel.082-511-6120

329 令和２年度中国管内ＥＴＣ２．０利活用検討業務 (株)長大 5010001050435 随意契約（公募） 17,017,000 9月30日
本業務は、ＥＴＣ２．０プローブデータを活用して地域特
性を踏まえた分析・考察を行い、交通事故・安全対策
等への利活用等について検討を行うものである。

中国地方整備局道路
部交通対策課
tel:082-221-9231（内
線87-4531）

330
令和２年度中国管内道路管理用三次元データ測
量他業務

(株)パスコ 5013201004656
一般競争入札（総

合評価方式） 57,332,000
(8月6日)

(12月21日)
3月25日

本業務は、防災への活用及び台帳のデジタル化によ
る道路管理の効率化の検討を行うものである。

中国地方整備局道路
部交通対策課
tel:082-221-9231（内
線87-4531）

331
令和2年度　中国圏・四国圏広域地方計画推進
検討業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 13,992,000 7月30日

リニア中央新幹線の開通により想定されるスーパー・メ
ガリューションの形成効果を中国圏・四国圏に向けて
広域的拡大するための将来シナリオ及び具体的な取
組を検討したものである。

四国地方整備局企画
部広域計画課計画調
整係
tel:087-811-8309

332
令和2年度　四国ブロックの社会資本整備重点計
画等検討業務

（株）福山コンサルタント 5290001016276
随意契約（企画競

争） 22,154,000

（令和2年8月5日）
（令和3年2月16日）
（令和3年5月27日）
（令和3年8月30日）
令和3年12月23日

四国ブロックにおける社会資本整備重点計画の次期
計画に係る原案とりまとめ、四国圏広域地方計画の中
間評価に係る目標の達成状況のとりまとめを行った。

四国地方整備局企画
部広域計画課計画調
整係
tel:087-811-8309

333
令和２年度沖縄における立地適正化計画策定に
係る推進方策検討業務

（株）建設技術研究所　沖縄
支社

7010001042703
随意契約（企画競

争）
5,830,000 7月14日

沖縄県内の各自治体に対し立地適正化計画策定の
推進を図るため、島しょ地域である沖縄県内の地域特
性を踏まえたモデル事業等の検討を行う。

沖縄総合事務局開発
建設部建設産業・地方
整課都市整備係
tel:098-866-1910

334
地域特性を考慮した海岸保全施設の老朽化対策
手法等検討調査業務

一般社団法人日本マリーナ・
ビーチ協会

6010005018733 随意契約（公募） 11,110,000 7月16日
気象・海象を考慮した海岸保全施設の老朽化対策及び、観
光・文化等の社会ニーズを考慮した海岸保全施設の整備手
法の検討を行う。

沖縄総合事務局開発
建設部港湾計画課計
画調査係
tel:098-866-1906

335 沖縄の物流戦略検討調査

沖縄物流戦略検討調査八
千代エンジニヤリング・MOLマ
リン設計共同体　代表者　八
千代エンジニヤリング(株)
沖縄事務所

2011101037696
（八千代）

8010401005309
（MOLマリン）

随意契約（公募） 11,979,000 9月10日

沖縄管内の港湾物流における新型コロナウィルスの影響の
把握と課題を整理し、今後の物流の動向を検討する。またこ
うした港湾の課題を踏まえて沖縄国際物流戦略チーム本会
合を開催し、国際物流戦略のフォローアップを行う。

沖縄総合事務局開発
建設部港湾計画課計
画調査係
tel:098-866-1907

336
令和２年度島嶼地域における治水機能高度化検
討業務

（株）建設技術研究所　沖縄
支社

7010001042703 随意契約（公募） 11,979,000 9月9日
気候変動を踏まえ、今後島嶼地域で懸念される超過洪水
の発生リスクとその対応についてダムの治水機能高度化に
向けた既存ダムの活用を検討するもの。

沖縄総合事務局開発
建設部河川課河川整
備係
tel:098-866-1911

337
令和２年度準初生地すべり発生危険度評価に関
する調査検討業務

（株）建設技術研究所　沖縄
支社

7010001042703 随意契約（公募） 4,752,000 9月9日

沖縄本島中頭東部地区の地すべりでのボーリング調査及び
表面波探査実施による深部低速度帯の地質特性の評価、
準初生地すべり危険度評価手法への適用性等の検討を行
うもの。

沖縄総合事務局開発
建設部河川課流域調
整係
tel:098-866-1911

338 擁壁安定性評価手法の高度化検討業務 国土防災技術（株） 9010401010035
随意契約（企画競

争） 6,963,000 （7月2日）
1月28日

崩壊土砂の衝撃が作用した際の擁壁の安定性評価手法を
検討する基礎資料とするため、擁壁の設計に用いられるパラ
メータに関する文献や現地調査結果を収集・整理し、パラ
メータの精度、相互関連性、安定性評価への影響度を検
証・分析した。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 土砂災害研究室
tel:029-864-2213

339
郊外住宅団地における移動環境の向上に関する
実験・検証業務

復建調査設計（株） 4240001010433
随意契約（企画競

争） 20,922,000

（7月2日）
（2月2日）
（3月11日）
3月26日

郊外住宅市街地における移動環境の向上のため、小型電
動カートを用いた実証実験を行うとともに、得られたデータの
分析・評価を行う。

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市

 施設研究室
tel:029-864-3949

340
自然斜面における気液二相流解析モデル構築の
ための模型実験業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争） 14,454,000 （7月6日）
1月15日

被圧地下水に対する空気の溶解と析出を考慮した気液二
相流モデルを構築するため、気液二相流モデルの基本仕様
を整理し、気液間の溶解および析出に関する条件と土質条
件と気泡による透水性の変化について模型実験を実施し
た。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 土砂災害研究室
tel:029-864-2213

341 ３次元モデルを用いた情報連携方法の整理業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争） 34,133,000 （7月6日）
1月21日

BIM/CIMモデルを契約図書として活用するために、BIM/CIM
モデルに追加すべき情報の内容とフォーマット整理に関する
技術資料を作成するものである。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本情
報基盤研究室
tel:029-864-4916

342
高潮・高波による浸水危険度予測システムの検
討及び開発業務

日本気象協会・パスコ設計
共同体

-
随意契約（企画競

争） 500,500,000
（7月7日）

（12月22日）
3月9日

高潮・高波による浸水発生の危険度をリアルタイムで予測す
るシステムの全体構成の検討等を行うものである。

国土技術政策総合研
究所河川研究部海岸
研究室
tel:029-864-3163

343 トンネル覆工の耐荷力に関する解析業務
（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165
随意契約（企画競

争） 10,626,000
（7月7日）

（12月14日）
1月26日

道路トンネルに関する技術基準の性能規定化に向けた検討
に必要な基礎資料を得るため、道路トンネルにおける覆工の
耐荷力に関する解析を実施

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究

 部構造･基礎研究室
tel:029-864-7189

344
損傷制御を考慮した支承の破壊形態に関するせ
ん断試験業務

大日本コンサルタント（株） 8013301006938
一般競争入札（総

合評価方式） 11,704,000 （7月13日）
12月3日

地盤変状の影響により支承部が破壊する状況に着目し，支
承部の最終的な破壊形態を特定部材に誘導することを意
図して設計した損傷制御型支承を対象に，その破壊特性や
耐荷力特性を確認するためにせん断試験を行う業務

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター熊本地

 震復旧対策研究室
tel:0967-67-2039
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345
過去の降雨履歴を考慮した生産土砂量予測の高
度化業務

八千代エンジニヤリング（株） 2011101037696
随意契約（企画競

争）
19,679,000 （7月13日）

2月18日

広域において、過去から現在までの降雨状況と斜面崩壊発
生状況の資料を収集するとともに、過去からの降雨状況を
考慮した降雨指標と斜面崩壊の発生・非発生や崩壊面積
率等との関係を分析した。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 砂防研究室
tel:029-864-4372

346
フロントサッシの強風被害低減に向けた耐風設計
のための試験方法に関する調査業務

（一社）日本サッシ協会 9010405010452
随意契約（少額随

契）
605,000 7月16日

強風による建築物の被害低減に向けてフロントサッシの耐風
設計に資する技術資料を整備することを目的に、フロントサッ
シの耐風設計のために活用できる試験方法について調査を
行う業務。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅

 生産研究室
tel:029-864-4227

347
樋門工事における技能者等の作業状況等把握の
ためのビデオカメラ配置計画検討業務

(株)大竹組 6480001006959
随意契約（少額随

契） 979,000 7月16日
樋門工事における技術者・技能者の作業状況等を把握する
ためのビデオカメラ設置の検討を行うものである

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本ｼｽ

 ﾃﾑ研究室
tel:029-864-2677

348
切土法面の点群データを活用した初期変状把握
手法の調査業務

日本工営（株） 2010001016851
随意契約（企画競

争）
10,670,000 （7月16日）

1月29日

道路土工構造物のうち切土法面を対象とし、崩壊機構別の
初期変状の分析整理を行い、それらに対する航空LPデータ
の活用手法について調査・整理を行った

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究

 部道路基盤研究室
tel:029-864-8172

349
公共賃貸住宅の維持管理業務における情報通信
機器（技術）等の導入実態調査とBIM導入に関す
る検討業務

（株）市浦ハウジング＆プラン
ニング

4010001000696
随意契約（企画競

争） 20,570,000 （7月16日）
12月10日

公共賃貸住宅の維持管理業務における情報通信機器（技
術）等の導入実態把握と実験による適用検証の内容をまと
めた。また、公共賃貸住宅の所有者又は管理者がBIMを導
入した維持管理業務を行っていくための留意点を整理した。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅ｽ

 ﾄｯｸ高度化研究室
tel : 029-864-4228

350
既存の公共賃貸住宅を対象とした維持管理BIMモ
デルの作成等に関する業務

(株)窓建コンサルタント 1011101011438
随意契約（企画競

争）
9,240,000 7月16日

BIMを活用して特に既存の公共賃貸住宅において維持管理
業務に使用するためのBIMモデル及び保守点検の情報管理
ファイルのひな型を作成するとともに、維持管理BIMモデルを
作成及び活用するに当たっての配慮事項等を整理した。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部住宅ｽ

 ﾄｯｸ高度化研究室
tel : 029-864-4228

351
下水道管きょ劣化データベース拡充および異常
発生傾向分析業務

（株）日水コン 3011101015783
一般競争入札（総

合評価方式） 7,799,000 （7月16日）
12月17日

下水道研究室ホームページで公開中の管きょ劣化データ
ベースの更新・データの追加を行うとともに、管きょの劣化を
起因とする重大事故を予防する観点から、更新したデータ
ベースを基に、管きょの異常発生傾向を分析した。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水道研究室
tel:029-864-3343

352 のり面緑化の実態把握に関する調査業務 （一財）日本緑化センター 1010405001186
随意契約（企画競

争） 4,939,000 7月17日 のり面緑化における課題を整理するとともに、表土利用工に
ついて施工後の植生遷移を把握した。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター緑化生

 態研究室
tel：029-864-2742

353 CCTVを用いた降雨量推定手法検討業務 （株）コルバック 6010001088862
随意契約（企画競

争） 8,965,000 （7月28日）
1月26日

非接触型の雨量推定法の検討に資する基礎資料とするた
め、CCTV画像の視認性向上技術を活用した雨量推定手法
について検討した。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 土砂災害研究室
tel:029-864-2213

354
災害後における自宅での居住継続に必要な電力
用途に関する調査整理業務

（株）マヌ都市建築研究所 2010001007355
随意契約（企画競

争） 4,730,000 7月28日

災害後における居住継続のための自立型エネルギーシステ
ムの設計目標の検討に資する技術資料の整理を目的とし
て、災害後における自宅での居住継続に対する各種電力用
途の必要性に関して、アンケート調査を行うことにより情報を
収集・整理した。

国土技術政策総合研
究所住宅研究部建築

 環境研究室
tel : 029-864-4214

355
歴史まちづくりの取組促進に資するプラットフォー
ム作成に向けた調査業務

（株）プランニングネットワーク 6011501004185
随意契約（企画競

争） 6,930,000 7月28日
歴史まちづくり法の認定計画に基づく取組成果が顕著である
認定都市を個別に調査し、事業実施上の工夫と留意点に
関する情報等を調査・整理した。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター緑化生

 態研究室
tel：029-864-2742

356
点群データ等の保管・管理等に関するシステムの
構築及び実証実験支援業務

日本デジタル道路地図協
会・パスコ設計共同体

-
随意契約（企画競

争） 88,440,000
（7月28日）
（1月22日）
3月16日

一般へのデータ配信を想定し、MMSで取得した点群データ
等を保管・管理・公開するためのシステムのプロトタイプをク
ラウド上に構築するものである。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本情

 報基盤研究室
tel:029-864-4916

357
海外における質の高い公共デザインの創出手法に
関する調査業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165
随意契約（企画競

争） 6,710,000 （8月4日）
2月4日

海外における質の高い公共デザインの取組に着目し、地域ビ
ジョンの明確化やデザイン分野の専門家の継続的な関与
等、国内の課題解決に資する行政の体制や制度、技術的
な工夫を調査・整理した。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター緑化生

 態研究室
tel：029-864-2742

358 歩行者の交通安全確保に向けた対策調査業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争） 7,986,000 8月4日
二段階横断施設設置による通行状況変化に関する調査、
歩行者中心エリアの外周道路での対策に関する海外文献
調査を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

359
インフラデータプラットフォームの機能に関する調
査業務

日本建設情報総合セン
ター・日本工営・長大・朝日
航洋設計共同体

-
随意契約（企画競

争） 141,900,000
（8月4日）
（3月19日）
4月26日

本業務では、「国土交通データプラットフォーム整備計画（令
和元年5月）」に示されている国土交通データプラットフォー
ムの利活用イメージを実現するために、インフラデータプラッ
トフォームの構築、機能開発及びその利活用の際に必要な
ルールの検討を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本マネジメ
ント研究センター社会資

 本情報基盤研究室
tel：029-864-4916

360
ＡＩを用いた仕上塗材仕上げの画像による劣化診
断システムの開発業務

(株)想画 9030001016851
随意契約（少額随

契） 984,500 8月5日

RC造建築物の試会下塗材の外装仕上げを対象として専門
技術者が目視観察で行うひび割れ劣化の判定・診断をAI
（人工知能）を用いて画像判定するシステムの開発を行うも
の

国土技術政策総合研
究所建築研究部材料･
部材基準研究室
tel:029-864-4469

361
し尿等の管路施設受入による維持管理影響実態
調査業務

玉野総合コンサルタント（株） 4180001031246
一般競争入札（総

合評価方式） 3,696,000 8月6日 し尿等を管路施設へ受入れた事例の投入施設仕様・投入
方法、下水道施設における維持管理影響等を調べた。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水道研究室
tel:029-864-3343

362 令和2年度強震モニタリングシステム設置業務 （株）ニュージェック 2120001086883
一般競争入札（総

合評価方式） 15,224,000 （8月6日）
12月14日

本業務は、土木構造物のうち橋を対象に、橋全体系の挙動
を観測する強震モニタリングシステムの設置を実施するもの
である。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究

 室
tel:029-864-3245

363 急勾配移動床水理模型実験業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争）
93,885,000 （8月17日）

2月25日

土砂・洪水氾濫現象の解明と被害軽減策について知見を得
るため、国土技術政策総合研究所河川水理実験施設内に
おいて、土砂・洪水氾濫現象を再現する移動床水理模型実
験を実施した。

国土技術政策総合研
究所河川研究部河川

 研究室
tel : 029-864-2758

364
木造小屋組の耐風性能検討のための載荷試験
業務

（一財）建材試験センター 1010005018597
随意契約（企画競

争） 11,671,000 （8月17日）
12月1日

耐風性に配慮した木造屋根の小屋組仕様の整備に必要な
各種接合部の耐力特性や荷重－変位関係を収集するた
め、複数の小屋組接合部の仕様を対象にした各種の載荷
試験を行うものである。

国土技術政策総合研
究所建築研究部構造
基準研究室
tel : 029-864-4307

365 侵食・越水による河川堤防の決壊実験業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争） 99,528,000
（8月17日）
（2月18日）
3月15日

実験水路を制作し堤防模型を設置した上で決壊実験を行
い、堤体に配置した各種センサーのデータの記録・回収、浸
食の状況のビデオ撮影・画像解析を行うことで、決壊を検知
する手法を検討するための基礎資料を得た。

国土技術政策総合研
究所河川研究部河川

 研究室
tel : 029-864-2758
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366
Society5.0等革新的技術を用いた道路交通安全
対策に関する調査業務

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ

4011001005165
随意契約（企画競

争）
28,985,000 （8月17日）

2月15日

革新的技術を活用した交通安全対策のニーズ・シーズの把
握とAI技術の適用に関する検討を行うため、国内外の革新
的技術の調査、道路交通安全対策に関するニーズ調査、AI
技術を活用した危険事象の抽出に関する調査、路側カメラ
のデータを用いた事故要因の検出に関する調査、会議の運
営補助等を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

367 計画降雨強度式の作成方法に関する調査業務 ＮＪＳ・日水コン設計共同体 -
随意契約（企画競

争） 42,900,000 （8月24日）
2月1日

計画降雨強度式を作成している団体を対象に、作成時の降
雨データや検討資料等を収集した上で、異なるデータ期間
による降雨強度式の作成、及び作成に用いる降雨データの
定常性について検討を行った。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水道研究室
tel:029-864-3343

368 道路土工構造物の点検結果に関する分析業務
三井共同建設コンサルタント
（株）

5011101020526
随意契約（企画競

争） 8,987,000 8月24日
道路土工構造物の定期点検の信頼性向上・効率化・効果
的な措置の実施等のため、定期点検結果を分析し、診断結
果に影響を与えている構造の特徴や要因の整理を行った

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路基盤研究室
tel:029-864-8172

369
自動航行UAVによる災害時点検技術の現場適用
性に関する調査業務

日本工営（株） 2010001016851
随意契約（企画競

争） 9,900,000

（8月25日）
(1月18日）
（3月22日）
3月25日

本業務は、リモートセンシング技術の一つである自動航行
UAVの実用化へ向け、自動航行UAVの試験飛行に関する
計画書の作成、自動航行UAVの試験飛行を行うとともに、試
験飛行の際の被災箇所の把握精度及び課題等の整理を行
うものである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部道路地震防災研究

 室
tel:029-864-3245

370
舗装の層間はく離に関する国内外の技術調査業
務

オリエンタルコンサルタンツ・
レインボー・コンサルタント設
計共同体

-
随意契約（企画競

争） 5,995,000 8月25日

舗装の早期劣化要因の1つである層間はく離に関する国内
外の既往の技術について整理することを目的に、舗装の層
間はく離に関連する技術について文献調査を行い結果につ
いて整理するとともに、文献調査結果の国内の基準等への
適用に関する評価を行った

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究

 部道路基盤研究室
tel:029-864-8172

371
郊外住宅団地における生活支援機能の立地条件
等に関する調査業務

（株）アルテップ 5011001027530
随意契約（企画競

争） 13,750,000 （8月25日）
2月4日

郊外住宅団地における生活支援機能の立地条件等に関す
る文献調査およびヒアリング調査、生活支援機能の立地に
関するケーススタディ等を行う

国土技術政策総合研
究所都市研究部都市

 開発研究室
tel:029-864-3953

372
ピンネット工法で改修された外壁部材の劣化度評
価基準に関する調査業務

日本建築仕上学会 -
随意契約（少額随

契） 944,900 9月2日
ピンネット工法で改修された外壁の再劣化による改修工事に
おける既存部材の評価方法および基準を整理するため有識
者に対するヒアリング調査を行いその結果を整理するもの

国土技術政策総合研
究所建築研究部材料･

 部材基準研究室
tel:029-864-4469

373
小規模下水処理場における電力消費量に関する
調査検討業務

公益財団法人日本下水道
新技術機構

4011105003503
一般競争入札（総

合評価方式） 9,988,000 （9月2日）
2月8日

小規模下水処理場における維持管理費や電力消費量、機
器運転状況等を整理するとともに、流入水量から電力消費
量を算出する関係式を作成した。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水処理研究室
tel:029-864-3933

374 ITSに関する日米欧協力活動支援業務 （株）三菱総合研究所 6010001030403
随意契約（企画競

争） 12,980,000 （9月4日）
3月16日

ITS分野における欧米当局との協力活動及び国際会議に係
る調査・情報収集、欧米当局との会議に向けた資料作成支
援、自動運転・協調システムに関する海外動向の調査を
行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部
高度道路交通ｼｽﾃﾑ研

 究室
tel:029-864-4496

375
生活道路対策エリアにおける凸部等の活用効果
調査業務

いであ（株） 7010901005494
随意契約（企画競

争） 18,150,000 （9月4日）
3月4日

効果的な対策実施方法に資する基礎資料を得るため、ハン
プの形状と速度抑制効果に関する調査、既設ハンプの形状
調査、ハンプの施工管理方法に関する調査、生活道路交通
安全対策の事例集のコンテンツ更新、生活道路対策エリア
における事故・車両挙動の関係分析を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

376
工期設定支援システムにおける工事施工データ
活用検討等業務

ユニコシステム（株） 4210001004272
随意契約（企画競

争） 19,800,000 （9月4日）
3月11日

工期設定支援システムにおける工事施工データ活用に関す
る資料

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本ｼｽ

 ﾃﾑ研究室
tel:029-864-2677

377
建設業における技能労働者の労働条件・職業訓
練制度等に関する国際比較調査業務

（一社）国際建設技術協会 3010005018587
随意契約（企画競

争） 18,387,600
（9月4日）

（12月11日）
3月8日

建設業における技能労働者の労働条件・職業訓練制度等
に関する国際比較資料

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本ｼｽ

 ﾃﾑ研究室
tel:029-864-2677

378 工事日報入力システム改良検討等業務 （株）長大 5010001050435
随意契約（企画競

争） 19,250,000
（9月7日）
（2月18日）
3月29日

建設現場で働かれている建設技術者及び技能労働者の作
業時間・作業内容を⼊力できる工事日報⼊力システムの機
能強化のため、日報⼊力状況の整理、工事日報⼊力シス
テムの改良等検討を行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本ｼｽ

 ﾃﾑ研究室
tel:029-864-2677

379 土砂災害危険度評価指標検討業務
（一財）日本気象協会  事業
本部

4013305001526
随意契約（企画競

争） 9,383,000 （9月7日）
2月2日

長時間降雨予測による土砂災害の危険度評価を行う機能
を追加するための指標を検討し，危険度表示機能の追加を
行った。また線状降水帯抽出機能の３手法について、過去３
カ年のデータを用いて精度の比較検証を行った。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 土砂災害研究室
tel:029-864-2213

380 自動運転サービス実証実験に係る分析検証業務
道路新産業開発機構・パシ
フィックコンサルタンツ設計共
同体

-
随意契約（企画競

争） 20,438,000

（9月7日）
（3月16日）
（3月31日）
（8月26日）
2月10日

自動運転サービス実証実験の手動介入等の分析、自動運
転走行空間確保方策の効果検証、検討会等における説明
資料作成等を実施し、結果を整理するもの。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部
高度道路交通ｼｽﾃﾑ研

 究室
tel:029-864-4496

381
大規模斜面崩壊を含む地震時斜面崩壊危険度
評価手法の作成・検証業務

（株）エイト日本技術開発 7260001000735
随意契約（企画競

争） 10,934,000 （9月10日）
1月19日

地震時斜面崩壊危険度評価式の精度向上を図るとともに、
類型化した地震時斜面崩壊の発生プロセスと地盤条件毎の
地震時斜面崩壊危険度評価式の対応を分析する。また、
斜面崩壊の規模を推定する手法を開発することで、想定地
震における大規模斜面崩壊の発生状況を事前に推定する
ことが可能な手法の検討を行った。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 砂防研究室
tel:029-864-4372

382
豪雨時における山地域の土砂流出ポテンシャル
推定手法の作成・検証業務

（株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争） 15,664,000 （9月10日）
2月19日

コネクティビティ（山地域から下流域への土砂の流れやすさ）
から評価した土砂流出ポテンシャル（山地域で生産された
土砂が下流域へどの程度流出するか）を用いて、土砂・洪
水氾濫の発生危険度を指標化する手法の開発を行った。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 砂防研究室
tel:029-864-4372

383
コンクリート構造物（樋門）の施工データ取得等業
務

（株）第一コンサルタンツ 6490001000911
随意契約（企画競

争） 52,250,000

（9月11日）
（2月26日）
（3月26日）
5月27日

建設現場の労働生産性を向上させる手法構築に向けて、
四国地方整備局が実施する工事を対象として、建設現場の
労働生産性把握に必要な機材配置等検討、機材配置、
データ取得、対象工事の施工条件及び施工状況把握のた
めの現地ヒアリングを行った。

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本ｼｽ

 ﾃﾑ研究室
tel:029-864-2677

384
一般道での自動運転車両通行に対応した道路空
間設計に関する調査業務

道路新産業開発機構・パシ
フィックコンサルタンツ設計共
同体

-
随意契約（企画競

争） 14,894,000 （9月14日）
2月22日

一般道での自動運転車両の通行に対応した道路空間設計
を検討するにあたり、自動運転実証実験を踏まえた道路幾
何構造として求められる要件の整理、自動運転車両の混在
を考慮した交通流シミュレーション、自動運転に対応した道
路空間にかかわる海外基準等の調査、道路空間運用のイ
ラスト作成、検討会等における説明資料作成等を行った。

国土技術政策総合研
究所道路交通研究部

 道路交通安全研究室
tel:029-864-4539

385 河川堤防の被災箇所調査業務 応用地質（株） 2010001034531
随意契約（企画競

争） 126,060,000
（9月14日）
（2月18日）
3月１９日

越流した堤防を対象として堤防形状や土質等の情報を現地
調査により取得し、調査結果をとりまとめた。

国土技術政策総合研
究所河川研究部河川

 研究室
tel : 029-864-2758
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386
中層木質混構造建築物の維持管理計画立案に
資する技術情報整備のための検討業務

（株）ファインコラボレート研究
所

4010401039038
随意契約（企画競

争） 3,495,800 9月15日

木質系建築物の劣化事例、供用期間の設定および耐久設
計における配慮事項、維持管理に関する技術資料を収集・
整理するとともに、収集・整理した技術資料を踏まえて、中
層木質混構造建築物を想定した維持管理計画の立案に資
する技術情報として整理するものである。

国土技術政策総合研
究所建築研究部材料･

 部材基準研究室
tel:029-864-4469

387
固形燃料化のための下水汚泥処理施設における
劣化状況調査業務

三菱長崎機工（株） 1310001002161
随意契約（企画競

争）
193,380,000 （9月17日）

12月11日

平成２４年度に長崎市東部下水処理場に設置した実証施
設について、板厚測定や断面組織観察等による腐
食状況等の調査及び調査に伴い解体した設備の撤去を
行った。

国土技術政策総合研
究所下水道研究部下

 水処理研究室
tel:029-864-3933

388
道路トンネルの健全性評価の高度化に向けたAI
技術等の開発方針整理業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争）
9,185,000 （9月18日）

2月1日

道路トンネルの点検の高度化に向けて、画像計測技術や非
破壊検査技術、計測・モニタリング技術、ＡＩ技術等を組み合
わせた新技術の開発方針について整理し、開発ロードマップ
等の資料を作成

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究

 部構造･基礎研究室
tel:029-864-7189

389 薬液注入工法の施工事例等に関する調査業務
（一財）国土技術研究セン
ター

4010405000185
随意契約（企画競

争）
12,210,000 （9月18日）

2月18日
薬液注入工法の施工事例等に関する資料

国土技術政策総合研
究所社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究ｾﾝﾀｰ社会資本ｼｽ

 ﾃﾑ研究室
tel:029-864-2677

390
土砂流・浮遊砂に砂防施設による捕捉に関する
実験業務

パシフィックコンサルタンツ
（株）

8013401001509
随意契約（企画競

争）
11,473,000 （9月28日）

12月22日

細粒土砂が土砂・洪水氾濫により保全対象エリアに大量に
堆積することがあり、細粒土砂の捕捉は砂防施設に求めら
れる機能の一つである。そのため、水路実験により細粒土砂
の捕捉量を確認した。その結果、不透過型砂防堰堤で捕捉
することが最も良いことが分かった。

国土技術政策総合研
究所土砂災害研究部

 砂防研究室
tel:029-864-4372

391 粒子フィルタを活用した河川氾濫推算業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
随意契約（企画競

争）
14,993,000 （9月28日）

1月26日

越流・破堤氾濫に関するモデル等を組み込んだ粒子フィル
ター・一次元不定流計算プログラムを機能追加し、水路実
験およびモデル河道に適用して氾濫流量等を推算し、観測
結果等と比較・整理した。

国土技術政策総合研
究所河川研究部水循

 環研究室
tel : 029-864-2739

392 鋼コンクリート複合橋の設計実績整理等業務 （株）建設技術研究所 7010001042703
一般競争入札（総

合評価方式） 12,760,000 （9月30日）
2月8日）

本業務では、鋼コンクリート複合橋に関わる技術基準の検討
に必要な基礎資料を得るため、鋼コンクリート複合橋の設計
実績の分析、作用モデルや作用の組み合わせの設定の参
考にするための数値解析を行うものである。

国土技術政策総合研
究所道路構造物研究
部橋梁研究室
tel:029-864-4919

393
手持ちレーザスキャナを用いた測量に関する検討
業務

（株）八州 1010601035005
一般競争入札（総

合評価方式） 4,290,000 7月10日
本業務は、手持ちレーザスキャナを用いた測量につい
て、その精度を検証するとともに、公共測量に使用す
る場合の課題について調査・検討するものである。

国土地理院企画部
測量指導課
専門職
tel: 029-864-6527

394
令和２年度 地理空間情報活用推進のための測
量成果の精度管理制度に関する調査業務

一般社団法人 国際建設技
術協会

3010005018587
随意契約（企画競

争） 12,870,000 7月28日
我が国の測量制度への「不確かさによる評価」の導入
に向けて、諸外国における測量成果の精度管理に関
する諸制度を調査・整理する。

国土地理院企画部
技術管理課
国際標準係
tel：029-864-1740

395
令和２年度公共測量に関する課題の調査検討業
務

公益社団法人 日本測量協
会

1010005004291 随意契約（公募） 10,233,300 8月18日

公共測量の円滑な実施のために必要な技術的課題
等について、その解決方法を得るために測量技術の
動向を踏まえた現況課題の調査及び外部有識者の
検討結果を取りまとめる。

国土地理院企画部
技術管理課
基準係
tel：029-864-4626

396
次期地理空間情報活用推進基本計画策定に向
けた測量行政関連分野における調査検討業務

一般財団法人 日本地図セ
ンター

7013205000047 一般競争入札 3,828,000 9月17日

第4期地理空間情報活用推進基本計画の策定に資
するため、測量行政関連分野における状況調査・有
識者会合を実施し、調査報告書及び会議開催報告書
を作成する。

国土地理院企画部
地理空間情報企画室
専門職
tel：029-864-6007

397
令和２年度　三次元地理空間情報の活用推進の
ための調査検討業務

公益財団法人 日本測量調
査技術協会

4011105005417 随意契約（公募） 13,682,900 9月18日

「国際標準化機構の地理情報標準に関する専門委員
会」（ISO/TC211)等に関する動向調査を行い、測量、
設計、施工、維持管理のライフサイクルにおける三次
元ベクトルデータとしての数値地図の活用推進を図る
ための作業マニュアル素案を作成し、それらの検討過
程及び結果を取りまとめる。

国土地理院企画部
技術管理課
国際標準係
tel：029-864-1740

398
令和２年度 「三次元地理空間情報の取得基準素
案」に基づくサンプルデータ取得業務

（株）パスコ 5013201004656 随意契約（公募） 12,485,000 （9月17日）
11月24日

「三次元地理空間情報の取得基準素案」に基づき、i-
Construction推進に資する手法で三次元ベクトルデー
タとしての数値地形図を試験的に取得し、具体的な工
程素案の検討に資する。

国土地理院企画部
技術管理課
国際標準係
tel：029-864-1740

8,991,755,456合　計


